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８月臨時教育委員会会議録 

開催年月日  平成２２年８月３日（火） 

開催時間  午前９時３０分 

開催場所  本館８階 第２委員会室 

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・靍原指導課

長・浅野教育サポートセンター所長・岩下人権教育課長・加藤指導

課指導主事・森指導課指導主事 

 

【篠原委員長】 おはようございます。それでは、ただいまより８月の臨時教育委員会を

開催いたします。 

 本日は、教科書採択に係わる案件が３件上程されておりますので、順次審議してまいり

たいと思います。 

 なお、採択に関する教育委員会の審議は公開で行うという方針を４月の定例教育委員会

で確認しましたので、このまま進めさせていただきます。 

 

１｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

８月臨時会の議案 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

平成２３年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

平成２３年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件 

視覚に障がいのある生徒に対する「点字教科書」の採択に関する件 

 

【篠原委員長】 まず議案第２１号「平成２３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。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 ただいま議題となりました議案第２１号「平成２３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。 

 提案の理由としましては、本年度は八尾市立小学校教科用図書の採択替えの年となって

おり、４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いただき、八

尾市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問いただいたところです。 

 去る７月８日に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２０日に選定委員長より教育委員長に答申が行われました。 
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 つきましては、平成２３年度八尾市立小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いたします。 

 

【篠原委員長】 小学校の教科用図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、その権限と責務において採

択してまいりたいと思っております。 

 はじめに、選定委員会からの答申に至るまでの経過について確認したいと思いますので

説明願います。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会からの答申に至るまでの経過につきまして、去る５月１４

日の第１回選定委員会におきましては、教育委員会より諮問された内容の確認、採択に向

けた日程の説明とともに、教科書採択に向け、本市の児童実態や特色について意見交流等

が行われました。 

 また、７月８日の第２回選定委員会では、午前と午後に亘り、静謐な環境の下、国語か

ら保健までの１１種目ごとに活発な審議が行われたところです。 

 審議内容は本日配付しております答申にまとめられたところでございますので、よろし

くお願いいたします。 

 

【篠原委員長】 ただいまの説明にもありましたが、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を了解いたしま

した。 

 それでは、今後の審議の進め方について、まず、前回採択替えが行われた平成１６年度

のときの手順はどうであったかを確認してまいりたいと思いますので説明願います。 

 

【靍原指導課長】 前回の平成１６年度の採択替えにおきましては、１１種目ごとに審議

を進められました。また、その際に、選定委員会からの答申をもとにしながら、大阪府教

育委員会の資料、本市の調査員や学校からの報告書、更には市民からの意見等を参考にし

ながら審議が進められました。 

 

【篠原委員長】 この件につきまして、委員の皆様方から何か質問はございますか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 今、「市民からの意見等を参考にしながら」という言葉があ

りましたが、今回は、教育サポートセンターと志紀図書館の２カ所で教科書の展示を行っ

たわけです。その中でどのような市民の意見があったのか、少しお聞きかせいただきたい

と思いますがいかがですか。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 平成２３年度使用教科書展示会について報告いたし

ます。 

 本年度は、法定外展示会を６月４日から６月１７日までの１０日間、教育サポートセン

ターにおいて行いました。法定展示会については、６月１８日から７月７日までの１４日
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間、教育サポートセンター及び志紀図書館において行いました。 

 閲覧者数は、法定外展示会では３１名、法定展示会では９３名の合わせて１２４名の閲

覧となっております。本年度は志紀図書館にて展示会を開くことができ、例年以上に多く

の市民に閲覧していただくことができました。また、図書館職員からも「幅広い年齢の方

が教科書を手に取って見ていた」等の意見をいただいております。 

 閲覧者からいただいた意見では、「小学校の頃の教科書は、すごく懐かしいなあという

印象が残りました。」「国語の教科書は特に昔から扱われている話があったりと、今も昔

も変わらないところがあるのだなという感心をしました。」といった意見や、「自分が使

っていたときと変わらないところと、変わっているところがあり、学び方が違っていても

学ぶものは同じだなということを思いました。」「子どもにとって、どの書き方が見やす

いのかなどを考えながら見ました。」等、教科書を見比べての意見や、「教科ごとに分類

されていて閲覧しやすかった。」「静かな環境で吟味できた。」等、閲覧環境についての

ご意見もいただきました。 

 

【靍原指導課長】 指導課へは、教科書を独自に見に行かれた先生方の意見が寄せられて

おります。今回の学習指導要領の改訂に伴って、内容が非常に充実されているというのが

多くの感想でした。特に理数系の教科書については、考えさせる力とともに表現力を含め

た工夫がなされているという意見がありました。 

 

【篠原委員長】 教科書をご覧になった市民の方々の多いことに驚いております。それだ

け市民の皆さんの関心が高いことを実感しました。 

 ２カ所に設置いただいたので、例年より多くの市民にご覧いただいたとのことですが、

委員の皆様方も、この間、教科書についての情報収集や事前の勉強を非常に熱心に行われ

たとお聞きしましたが、いかがでしたでしょうか。 

 

【安藤委員】 私にとっては教科書の採択は初めてのことで、非常にプレッシャーがあり

ました。ですから、８日間ほど通い続けて各出版社の全教科書を見ました。 

八尾市の子どもたちがこれからどのように進んでいくのかということ、また学習指導

要領が改訂されたことを踏まえて各教科書を読みましたが、やはりこれからの教科書はど

うあるべきかを考えながら、「考えていく」「表現していく」といったことも念頭に置い

て読みました。プレッシャーは大きいですが、これから子どもたちに成長していってほし

いということを考えながら勉強いたしました。 

 

【山本委員】 私は、子どもにとってどの教科書が見やすいのかということを第一に考え

ましたが、どの教科書を見ても、それぞれ特徴と、「子どものためにはこういうところが

いいのではないか」とか「学習指導要領をこのように反映させているのか」という工夫が

すごくされていて、見れば見るほど分からなくなるぐらい、どれも優秀な教科書と思いま

した。 

 特に理数系の教科書では、「考える力」を非常に重視しているように思いまして、どれ

もすばらしいと思いながら読みました。 
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【百瀨委員長職務代理者】 私は、特に新しい教育課程について各教科書がどのような点

をしっかり捉えたのかを大事なポイントとしました。小学校ですので、教科書の活用のし

やすさをポイントに考えて今日の採択に当たりたいと思っています。 

 

【篠原委員長】 私も各社の教科書や答申をはじめ、関係書類を見てまいりましたが、先

程の市民の方が教科書をご覧になった感想の中で、「懐かしい」という感想がありました。

私は、小学校１年生の国語の教科書が最も印象に残るのではないかと思っています。そう

いう意味で、私は特に、入学して希望に燃えている１年生の教科書を他の学年より重点的

に見ました。 

この間、委員の皆様方と教科書に関して情報共有もしてまいりましたが、本日は、ぜ

ひ活発な議論をしてまいりたいと思っています。 

 それでは、今後の審議の進め方でございますが、前回と同様に、選定委員会からの答申

をもとに、他の資料も参考としながら、種目ごとに審議し採択してまいりたいと思います

が、委員の皆様方、それでよろしゅうございますか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 採択に当たって２点要望しておきたいと思います。 

 まずは、教科書の採択ですから、八尾市の子どもたちの実態を十分に捉えていきたいと

思いますので、選定委員会での選定に当たって、子どもの実態をどのように捉えているか

を教科ごとで教えていただきたいと思います。 

もう１点は、やはり選定委員会のことを大事に考えたいと思いますので、各教科でど

のような発言が選定委員会の中であったのかをその都度教えていただければと思います。 

 

【篠原委員長】 要望についてはよろしくお願いします。 

 それでは、審議の進め方については各委員ご異議がないようですので、そのように審議

を進めてまいりたいと思います。 

 

【篠原委員長】 それでは、まず種目「国語」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「国語」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「国語」について、答申に基づいてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい国語』（東京書籍株式会社）につきましては、「「言葉の力」とし

て、それぞれの単元で学習する内容を分かりやすくまとめている。また、巻末に「言葉の

力」のまとめを「話す・聞く」「書く」「読む」の領域に分けて掲載し、学習しやすい。 

 また、「言葉の使い方」では、様々な場面での言葉の使い方が示してあったり、「漢字

の練習」では、間違いやすい漢字や似た漢字など、漢字を関連させて学習できるように工

夫されている。」 

「人物の気持ちを考えながら読んだり、自分の思いや気持ちを伝える方法について考

えたりする教材が取り扱われている。世界の民話や外国の話を取り扱っており、異文化に

触れ、国際理解が深められるように工夫されている。 
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 また、戦争に関する教材、盲導犬に関する教材、森林に関する教材などを取り扱ってお

り、平和と共生社会への意識を育み、自然保護に関心が持てるように配慮されている。」 

 「単元の間に扉のページがあり、「話す・聞く」「書く」「読む」などの領域や、学習

のめあてが明示してあるので見やすく、学習を進めやすい。どの領域も適切に配列されて

いる。」 

 「説明文教材では、筆者にインタビューした後に説明文を載せるなど、一つの単元の中

に、他にも関連する話を取り上げている。そのため、単なる読み物教材で終わるのではな

く、より読みを深めることができる。また、説明文を読んでから、児童が自分自身の考え

を書くようにつなげられており、段階的に学習が進められるように工夫されている。」 

 「ひらがな学習において、入門期の児童にとって、学習しやすく「く」「つ」などのひら

がなから学習が始められている。また、濁音や拗音、促音などの学習において、それらに関

する短い文を併せて取り扱っているので、児童にとって親しみやすいものとなっている。」 

 「巻末に付録があり、「こんな本も一緒に」「言葉の世界」など、児童が自ら学びを広

げるときに役に立つような資料を写真や絵などを多く取り入れ、分かりやすく取り扱って

いる。」 

 「読書活動に関して、「本は友達」～本の世界を楽しみましょう～では、著名な人物の

読書についての話題に触れ、そして「○年生の本だな」へとつなげている。また、児童が

興味を持ちやすいように、色々な本を写真と簡単な説明も併せて掲載している。児童が読

書に進んで取り組めるように工夫されている。」 

 「「書く」「話す・聞く」「読む」などの領域では、リーフレットを作成したり、学校

の良さを宣伝したり、人物の気持ちの変化を読んだりなど、表現力やコミュニケーション

能力の育成につながるようにそれぞれの単元で工夫されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、より適切な教科書

であると思われる｡」 

 次に、『みんなと学ぶ 小学校国語』（学校図書株式会社）につきましては、「あいさつ

や食事などに関する身近な話題で、児童が興味や疑問を持つことができる題材を取り上げて

いる。また短歌や俳句、ことわざなどの創作活動を入れ、興味、関心が持てるように工夫さ

れている。また、単元ごとに、学習のめあてが明記してあり、具体的に学習しやすい。」 

 「外国からの転校生を登場させた物語や、国際理解のための教材、福祉に関わる教材な

どが掲載されており、平和と共生社会の実現に向けた態度を養うことができるように配慮

されている。」 

 「年間を通じて各領域の教材がバランスよく配列されている。どの学年でも基礎基本の

学習と発展学習が関連づけて構成されている。」 

 「言語的分野が各学年の発達段階に応じて系統性を持たせて構成されている。「学習の

手引き」や「言葉のきまり」が書き込み式になっていたり、巻末に「資料編」や「保護者

の方へ」が掲載されていたりして、学習しやすいように工夫されている。」 

 「コミュニケーションの取り方について詳しく書かれている。日常生活で体験するよう

な場面を取り上げており、どう言えばいいのかという話し方や態度について具体的に書か

れている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ



－6－ 

ると思われる。」 

 次に、『小学生の国語』（株式会社三省堂）につきましては、「どの教材も親しみやす

く、学習内容を理解しやすい。」 

「社会貢献に寄与した人物を扱ったり、平和について考える教材を多く取り扱われて

いる。また、自然や環境保護について学べるよう配慮されている。」 

 「一つひとつの内容が、詳しく書かれており、それぞれの単元構成につながりがある。

特に、言葉についての学習が、詳しく書かれている。」 

 「２年以上で教科書と「学びを広げる(発展)」の２冊構成になっている。言語事項や読

書活動、高学年では中学校で学習する漢字を紹介するなど、思考力や想像力、自己学習力

を養うのに適している。」 

 「表現力の育成に力を入れている。楽しみながら、コミュニケーション能力を育成でき

るように工夫されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『ひろがる言葉 小学国語』（教育出版株式会社）につきましては、「巻頭に

「どんな学習をしようかな」と学習する内容をわかりやすくまとめてある。「話そう・聞

こう」「書こう」「読もう」「言葉と文化」の項目に分かれており、それぞれの項目でど

んな学習をするのか児童が見通しを持つことができる。」 

 「ポスターセッションやプレゼンテーション、新聞づくりなどその学年の発達段階に応

じた、まとめ方や発表の仕方を分かりやすく取り扱っている。また、高学年では、伝記か

ら自分の生き方について考えるなど、発達段階に応じた内容になっている。」 

 「巻末の付録の中の「文化」で、俳句や昔から伝わる季節の言葉が取り上げられるなど、

古来から伝わるものに親しむことができるように配慮されている。また、「アイヌ神揺

集」や「おもろそうし」なども取り扱い、日本各地に伝わる文化にも親しむことができる

よう配慮されている。」 

 「『「便利」ということ』では、バリアフリーや点字について、児童が興味を持って学

習できるように、資料や写真を多く取り入れている。児童がバリアフリーについて考え、

ポスターセッションという形で発表できるように工夫されている。」 

 「「話そう・聞こう」「書こう」「読もう」「言葉と文化」などの項目に分かれて、そ

れぞれの分野がバランスよく学習できるように工夫されている。「説明文をつくる」では、

文章を横書きで、左から右にしていて見やすく工夫されている。また、ひらがな学習では、

入門期の児童が書きやすい「くつ」のひらがな学習から始まっている。」 

 「「ふりかえり」があり、児童が自らできたかどうか考えるきっかけになる。また、

「ここが大事」があり、大切なところがわかりやすくまとめられている。 

 また、巻末でその学年に応じてお勧めの本や、言葉を広げる資料が充実している。また、

ノートの書き方やアンケートの取り方など具体的である。」 

 「意見文やプレゼンテーション、新聞づくり、パネルディスカッションなど児童が調べ

たことや考えたことを様々な形で表現できるように配慮されている。 

 また、世界遺産「白神山地」について取り上げ、それをもとに意見文を書くように進め

られている。身近な出来事や世の中の問題について、いろいろな情報を基にして、調べ、
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考えを深めていく学習が進められるように配慮されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 最後に、『国語』（光村図書出版株式会社）につきましては、「温かい気持ちになるよ

うな内容が多く、各学年の発達段階に適応している。１年上では、小学校の登校の様子か

ら始まり、これから学校生活が始まる児童に期待を持たせる内容である。また、さまざま

なあいさつの場面を設定しており、これからの生活であいさつという大切なコミュニケー

ションの手段が分かりやすい。 

 また、高学年で上下合本になっており、巻頭で「学習の見通しを持とう」を入れ、年間

の学習のめあてが分かりやすくなっている。」 

 「他人を思いやる内容が扱われている。異文化や日本の伝統文化に親しむことができる

ような題材を取り扱っている。また、実物の点字を取り扱うなど工夫されている。」 

 「季節の言葉などが、有効的に配列されており、分量も適切である。より深く学習でき

るよう、つながりを持たせた配列になっている。また、季節に応じた物語の配列になって

いる。」 

 「児童が、意欲的に学習を進められるよう工夫をしている。「はじめ、なか、おわり」

の構成を繰り返し取り上げることで、児童に意識させ定着しやすい。中学年では「いつも

気をつけよう」、高学年では「学習の見通しをもとう」など、ねらいをはっきりさせ、児

童が意欲的に学習できるよう工夫されている。 

 また、身近なキャラクターや、社会に貢献した人物を扱った教材を取り扱っているので、

児童が親しみやすい。」 

 「「話す」・「書く」の表現力の育成や体験的学習に対応できるよう配慮されている。

自分の気持ちを言葉で話すコミュニケーション能力の育成に適している。 

 また、「学習の進め方」や「活動の流れ」を示すことにより、児童が問題解決学習を進

めやすく工夫されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「国語」について、選定委員会の主な意見等の説明がありまし

たが、委員の皆様方、何かご意見等はございませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 それぞれの出版社の考え方がよく出ていて、非常に選択が難しいと思いま

した。例えば、「書く・読む・考えていく」という中での工夫も、絵で工夫したり、文字

も、大きい文字、小さい文字、あるいはカラーで示したりといろんな捉え方がされていま

す。例えば三省堂は、非常に丁寧に書かれていて、「学びを広げる」ということでは非常

に興味深いと思いました。また、狂言なども、他の教科書でも取り上げられていますが、

すごくいいと思いました。 

 東京書籍は、詩や俳句、古文、また世界の音を文字にするという点、また動物と人間と

の関わりといった特徴を捉えると、どれもトピックス的に面白いと思いました。ただ、や
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はり教科書ですので、１年生から６年生までこれから子どもたちが使っていく教科書とし

てどうかというのが非常に悩んだところです。 

 

【山本委員】 私も、国語の教科書は１年生を主に見ましたが、どの教科書も、子どもたち

がみんなと一緒に行動するという、さし絵の構図がとても連帯感を呼ぶように思いました。 

 また、どの教科書にも「大きなかぶ」という物語が載っていることは不思議に思いました。 

 

【中原教育長】 私も全部読みましたが、幾つか特徴的なことがあると思いました。例え

ば、「聞く・話す」ことに力を入れているのが東京書籍だと思います。また、「書く」こ

とに学校図書が力を入れていると思います。また、「読む」ことには光村図書出版や三省

堂が力を入れているように思います。「言語事項」では、教育出版が非常にウェイトを占

めていると感じました。 

 全国学力・学習状況調査と同様に、八尾市でも書く力が若干弱いという結果でしたので、

そういったことも念頭において見ていきました。 

 今回、光村図書出版が５・６年生で合本にしていることについては、我々もこれまで勉

強した中で、このことをどう見ていくかという話がありました。教科書で以前に習ったと

ころを思い出させる場合は、「前のところを思い出してごらん。」という言い方をします。

教科書が重くなるということはありますが、分冊になっていないことで１学期に習ったと

ころを２学期、３学期に見返すということができるように思いました。幾つかの教科書も

同様ですが、光村図書出版は学習の見通しを立てやすいようにしてあって、６ページに

「学習の見通しを持とう」という項目があり、系統立てながら、元へ戻ったり関係づけた

りできるという特徴があると思いました。 

 先程、１年生でどういう入り方をするかというお話もありましたが、本市の課題として、

言葉よりも先に手を出してしまうとか、自分の考えをきっちりと話していくことができな

い子どももいるということで、表現力やコミュニケーション能力に欠けるという課題があ

ります。そういう点では、光村図書出版の上巻の３２～３３ページに「わけをはなそう」

という項目が載っています。こういったことを１年生の上巻に載せるというのは、字を学

ぶのも当然ですが、表現してコミュニケーションをとりながら自分の気持ちをきちんと相

手に伝えていくという仕掛けがあると思いました。また、１年生で「ごんぎつね」や「大

造じいさんとガン」「やまなし」「たぬきの糸車」といった優れた文学作品を何年にも亘

って載せていることから、「そういえば習ったね」というような会話を子どもたちが保護

者とできると思います。確かに「書く」「話す」ということが必要であることも分かって

いますが、豊かな人間性の育成というのにも教育委員会として重点を置いているところで

すので、文学作品を大切に扱っていこうという思いが、光村図書出版からは伝わってきた

ように思います。 

 全体の構成も、他の教科書も上手く構成されていますが、光村図書出版は特に文学作品

に重点を置きながら上手く構成されているように思いました。 

 

【篠原委員長】 教育長からの意見にありましたように、光村図書出版の５年生と６年生

は各１冊になっていますが、他の会社はほとんどが分冊です。１冊にまとめてあることに
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対する学校現場からの感想等が届いていれば、お聞かせいただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 現場からの感想はありませんが、選定委員会でも光村図書出版の合本

についての話が出ておりました。選定委員会の委員には保護者もいらっしゃいましたが、

その委員からは、高学年なので合本になっていても学校に持っていくには不自由はしない

だろうという意見がありました。また、選定委員会の委員である教員からは、見通しを持

たせるという意味では、中学校では厚い教科書になりますので、高学年でそういう力をつ

けておけば、中学校に進学したときの段差が解消されるのではないかという意見も出てお

りました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 私も、これまでの学力調査で、国語については特に読書や書

くことが劣っているのが八尾市の傾向と聞いていましたので、今後八尾の子どもたちの実

態をどのように活かしていく教科書であればいいのかという点から見ました。 

 国語というのは学習活動そのものが言語活動でないといけないのではないかと思います

が、子どものコミュニケーション能力を育てるという点では、光村図書出版がきちんと書

かれているように思いました。 

また、言語能力を出発点として基礎基本をトータルに教えていくということからは、

東京書籍がいいのではないかと思いました。 

そういったことを色々と考えながら迷いましたが、「言葉に出して表現する」「言葉を出

して伝える」ということを土台にするならば、そういった思いがしっかり伝わってきたのは

光村図書出版だと感じましたので、トータルでは光村図書出版から伝わってきたものが多か

ったと思います。 

１年生の上巻が『かざぐるま』、下巻が『ともだち』というように、１つひとつの教科書

への思いが込められていて、「次はどんな内容なのかな」と子どもたちに夢を持たせるとい

う意味では、このタイトルの思いは受けとめていきたいと思いました。また、中学校まで一

貫して育んでいく系統性が図られているという点でも、自分の考えを明確にしたり述べたり

することが中学校へ一貫してつながっていくことを考えれば、光村図書出版を挙げたいと考

えました。 

 

【篠原委員長】 私は、国語においては日本語の美しさというものが非常に大きいと思い

ます。この頃は言葉の乱れということも言われておりますが、例えば雨の表現でも日本語

は豊富です。例えば光村図書出版では「季節の言葉」があって、日本語特有の美しさをい

かに児童に理解させていくかという観点からは、他の教科書も非常に優れた取り扱いをし

ていますが、光村図書出版はやや優れているように思っています。 

 

【山本委員】 「スイミー」や「大きなかぶ」など、どの教科書もそれぞれ外国のお話が

各学年に載っていてすばらしいと思いましたが、私が最も子どもたちの興味を引くと思っ

たのは、光村図書出版の１年生の８８ページにある「ひらがなあつまれ」という項目です。

また、１年生の初めの春の部分が明るくて、これから１年生で頑張っていくということが

表されていてよかったと思いました。 
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【安藤委員】 光村図書出版は、低学年と中学年、高学年によって、それぞれポイントの

取り方が非常に興味を引かれました。特に、１年生の「どうぶつの赤ちゃん」で、「だっ

てだってのおばあちゃん」というタイトルのつけ方が非常に面白くて、次に２年生になる

と、みんなよく知っているような「いなばの白うさぎ」「黄色いバケツ」「夏がきた」

「どうぶつ園のじゅうい」といった一貫性がありました。またその中でトピックスとして

「十二支のはじまり」といったことに、もう２年生で触れているというのが非常に興味深

いと思いました。 

 また、３年生では「モチモチの木」や百人一首にまで触れていて、いつの間にか少しず

つ前に進んでいるというところが、非常に興味を持ったところです。 

 それから、どの教科書も３年生で取り上げていますが、ローマ字の取り上げ方も非常に

いいと思いました。 

 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 「国語」につきましては、光村図書出版株式会社の『国語』が最適であるとの意見が多

いと思いますが、この教科書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、「国語」の教科用図書につきまし

ては、光村図書出版株式会社の『国語』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、種目「書写」について審議いたします。靍原課長より、答申の

「書写」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「書写」についてご説明いたします。 

はじめに『新しい書写』（東京書籍株式会社）につきましては、「毛筆の学習内容は、

目標達成のために適切な内容となっている。内容の程度もよく考えられている。姿勢や用

具の使い方を各学年大きく扱い、基本を大事にする意図がうかがえる。」 

 「友達や家の人への感謝の気持ちを伝える内容や、自然保護などを扱っており、配慮が

されている。」 

 「配列や分量は適切である。」 

 「筆の動きを分かりやすく言葉で表していたり、点画のつながりが視覚的にとらえやす

くなっている。また、画の長さや方向を考えさせる工夫がある。文字のバランスを色分け

して分かりやすく示しており工夫されている。」 

 「理科や社会の学習内容に関連する文例を扱っていて、学んだ文字を生かすように配慮

されている。また、「学習をふり返ろう」を設定して自己評価できるようになっている。

「どうやって作るの」のコーナーがあり、多くの人の手により用具が作られていることが

わかり、毛筆学習の意欲が増すように思われる。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ
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ると思われる。」 

 次に、『みんなと学ぶ 小学校書写』（学校図書株式会社）につきましては、「３年生

で「書くときの姿勢と用具の扱い方」の分野がていねいに扱われている。写真も美しく分

かりやすく、横書きの練習が取り入れられている。」 

 「友達、家族を大切にする気持ちを育てる内容になっている。盲導犬のことを載せるな

ど今日的な課題を取り入れている。」 

 「配列は順序よく、無理がなく並べてある。理科や社会のノートの書き方を入れたり、

ローマ字を入れたりして他教科との関連づけを図っている。」 

 「吹き出しやカットが児童に分かりやすく工夫されている。また、１マスを４つに分け

て文字の指導をするのは分かりやすく、点画の交わり方、接し方の表記が分かりやすく工

夫されている。」 

 「「学習をふり返って」で自己評価をするように工夫されている。また、古文や短歌、

俳句など日本文化に目を向けるような題材を取り扱っている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『小学生の書写』（株式会社三省堂）につきましては、「１年生では指でなぞる

ところから始められているなど、発達段階が考慮されている。姿勢、えんぴつの持ち方な

どシンプルで大きくわかりやすい。」 

 「毛筆の導入が丁寧である。（用具、準備物、使い方など）３年生は初めての学習であ

るが、写真と絵（イラスト）を使ってわかりやすく目標達成のために適切な内容になって

いる。」 

 「例文では家族を大切にしている意図がくみ取れる。毛筆等で使われている言葉は前向

きな気持ちを大切にしたものである。」 

 「毛筆の始まりの学年でポイントがわかりやすく順序立てて丁寧な構成になっている。

また、配列、分量が児童の目線で有効に組み立てられている。」 

 「文字のイメージを人や動物の動き、色や形になぞらえてわかりやすくしている。毛筆

では筆の動きが分かりやすいように朱も入れて、濃淡がつけられている。また、筆使いで

は「穂先が１０時半」と時計を例示し工夫されている。」 

 「自己評価できる工夫がされている。また、新聞作りや手紙の書き方の例文など、他教

科と関連づけて実用的に考えられている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 次に、『小学 書写』（教育出版株式会社）につきましては、「国語力を育てるために、

各学年に応じて適切な内容が盛り込まれており、当該学年の心身の発達段階に応じている。

毛筆が好きになるような構成であり、かつ適切な内容となっている。」 

 「どの学年の教材においても、差別・偏見などの記述はなく、平和・民主主義・人権尊

重の社会を担うにふさわしい人格の形成を図る上で、これをはばむような考え方や記述は、

見当たらない。」 

 「配列、分量は国語の内容に照らし合わせても適切に配慮されている。」 

 「国語の教科書に出てくる教材を取りあげたり、社会と関連づけて興味・関心のもてる
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物語を紹介したりして意欲付けをしている。また、文字やポスターなど日常で使うような

題材をとりあげている。」 

 「書写力を活用して「感じて」書くことの大切さを伝えている教材である。「ふり返ろ

う」のコーナーは、自分自身で問題解決ができるように配慮されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『書写』（光村図書出版株式会社）につきましては、「１年のそら書きを楽しい

イメージで行い、くぐらせ期を意識している。また、毛筆の分野では写真が大きく目標達

成のための適切な内容になっている。」 

 「例文が家族や友達を扱っていて人と人のつながりを大切にしたいという意図が感じら

れる。毛筆の手本で扱われる言葉も前向きなものが多い。」 

 「ひらがな、かたかな、漢字とわかりやすい配列である。」 

 「文字の形を△や□で表したり、はね、はらいをペンギンの動きを使ったりしてイメー

ジ作りをしている。また、繰り返し各学年で用具の使い方が掲載され、定着を図ろうとす

る、あるいは指導法を統一しようとする意図が感じられる。」 

 「「ふり返ろう」のコーナーを設け、自己評価できるようになっていて常に振り返る姿

勢が大切にされている。また、漢字、ひらがなだけでなくアルファベットや数字を扱い文

字に対する視野を広く持たせようとする意図がうかがえる。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 最後に、『小学書写』（日本文教出版株式会社）につきましては、「基礎的・基本的事

項が着実に身につけられるよう、各学年の発達段階に応じた構成である。３年生から毛筆

が始まるが、目標達成のために適切な内容と思われる。」 

 「そうじ当番やボランティア活動、お礼の手紙を書くなど道徳的信条を養う内容の題材

を取り入れている。」 

 「各学年とも、本文を「基礎」「基本」「まとめ」の３つの大単元に分け、学習課題を

見通すことができる単元構成になっている。また、易から難へ段階的・系統的に配列され

た毛筆や硬筆での学習になっている。」 

 「作文、手紙、年賀状の書き方がていねいに取り扱われているなど、児童が主体的に取

り組み、実生活に役立つ教材や資料が充実している。「書写の合い言葉」や準備するもの

がイラスト入りで工夫されていて分かりやすい。」 

 「環境問題や福祉的な活動に関心を持たせたり、日本の伝統と文化に対する関心と理解

を深めたりする教材を多く取り扱っている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「書写」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見はございませんでしょうか。 

 私は、学校訪問や八尾市で行われる展覧会でいつも非常に感心して鑑賞しています。書
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写の教科書も６社から出ていて、非常に力を入れているという感じがしますが、特にこの

頃はパソコン等を使うことが多くなってきて、子どもたちも文字を書くことが少なくなっ

てきているのではないかということで、それを補っているのが書写の時間だと思います。 

 そこで１つお聞きしますが、学校で児童に教える割合は、毛筆と硬筆とでどの程度にな

っていますか。 

 

【靍原指導課長】 学習指導要領において年間の指導計画上に位置づけられているところ

から申しますと、例えば３・４年生におきましては、年間に、国語の時間の中で３０時間

程度を配当することになっています。当然、学校では毛筆も硬筆も取り扱いますが、最近

は文部科学省から、毛筆の良さを子どもたちに育むという通知もありましたので、どちら

かといえば毛筆にやや力を入れているように思います。 

 

【中原教育長】 各教科書を見ていくと、資料が多く載せられ目移りがするような教科書

と、落ちついてすっきりしている教科書などがありました。また、学ぶことの目当てが大

きく取り上げられて、今日は何をするのかがはっきりしている教科書や、高学年では「考

えよう」ということで、書いて確かめる、あるいは毛筆で確かめるというように、問題解

決学習になっている教科書もありました。 

 もう１つは、視写へ発展させるような取組みで、実際に書くことによって、字のバラン

スや、正しく整った字で速く書くという基礎的なことが身についてきますので、そこを全

体的に上手く指導できるかということを見ました。国語の教科書との関連からいえば光村

図書出版ということもありますが、全体的なバランスを見ていくと、三省堂がよく整って

いると思います。 

 また、手紙の書き方も出てきますが、色紙も取り上げられています。色紙の書き方を中

心に、バランスよく書いていくというのは興味深いと思いました。 

それから、漢字を最後につけてありますので、特に正しく整った字を書くという点で、

こういうものを見ながら書かせることはできると思いました。 

 全体的に上手くコンパクトにまとめられていて、短い時間の中でも指導できるというこ

とを考えて選ぶと、三省堂がまとまっていると思いました。 

 

【安藤委員】 光村図書出版は、なぜペンギンが必要なのかというのは疑問に思いました。

内容としては、三省堂も同様ですが、家族や友人とのつながりということで人権を大事に

していることに非常に興味を持ちました。また、光村図書出版では、ひらがな、漢字、ア

ルファベット、また数字まで扱っているのも珍しいと思いますし、何より、ひらがな、か

たかな、漢字がすごく理解しやすく配置されていると思いました。 

ただ、問題解決学習のために自己評価ができるということが、書写であっても必要で

はないかと思います。また、３年生で初めて毛筆を学習しますが、１年生のときに落ち着

いて筆を運べるという導入と考えた場合には、三省堂がいいのではないかと思いました。

それから、新聞づくりや手紙の書き方といったことも取り上げられているのもいいと思い

ました。 
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【百瀨委員長職務代理者】 今、字を書くことがなかなかできなくなっています。丁寧に

書くということを教えていくには発達段階を十分取り入れていることが大切で、発達段階

に即しながら、書くという喜びを持つようにしていくことができる教科書であればいいと

考えています。そのような視点で見ると、総体的にはどの教科書もよく考えて作られてい

て、いいと思いますが、三省堂は１年生では指でなぞるところから入っていました。操作

を通して子どもたちの思考を高めていくには両手を使って操作を高めていくことが非常に

大事ですので、そういう面から考えていくならば、三省堂がまとまっているように受け止

めました。 

 他には、発達段階でいえば、教育出版も非常にきちんと考えられているように思いまし

たが、両手の操作と思考とをつなげるという三省堂を、自分の中では重く捉えています。 

 

【山本委員】 三省堂は、無駄に写真や絵が載っていないところがいいと思いました。書

くことと、それを見ることが中心になっているように思います。 

 また、６年生では掲示板や手紙など、間合いが難しいものの書き方が載っていることも、

私はとてもいいと思いました。 

 

【篠原委員長】 １つ質問ですが、書写に関連して、各学校での書き初めの取扱いがどう

なっているのかをお聞きしたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 小学校で、季節を感じるものの１つとして書き初めは非常に重要なも

のであると考えております。学年通信や学校だより等でその様子を載せている学校も見受

けられますし、私も以前勤めていた学校では当然書き初めをしておりましたので、多くの

小学校で書き初めを実施していると考えております。 

 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。 

 「書写」については、株式会社三省堂の『小学生の書写』が最適であるという意見が多

いと思いますが、この教科書を採択す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、「書写」の教科用図書につきまし

ては、株式会社三省堂の『小学生の書写』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、種目「社会」について審議いたします。靍原課長より、答申の

「社会」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「社会」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい社会』（東京書籍株式会社）につきましては、「学習の基礎基本と

なるキーワードを枠囲みで明示し、児童の発達段階に配慮したわかりやすい文章記述とな
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っている。また、見やすく鮮明な写真や、挿絵、図、資料などを豊富に掲載し、児童の学

習効果を高めるような配慮がなされている。」 

 「「学び方コーナー」や「ことば」が児童の学習の補助となるよう配慮されており、

「学習のまとめ」ではノートのまとめ方や新聞の書き方が例示されている。」 

 「障がい者問題、福祉問題、労働者問題、部落問題、外国人の人権問題、女性の人権問

題等、各種の人権課題について、その問題性や歴史的事実を丁寧に扱っている。６年下で

は、「識字・多文化共生学級」について取り扱われており、識字問題について丁寧に記述

されている。」 

 「「課題設定」「見通しを立てる」「調べ学習」「まとめる・生かす」と問題解決的な

学習の構成である。５年生のいくつかの単元では、補助教材のページの活用により学習を

補足している。６年の国際理解では、「アメリカ、中国、韓国、サウジアラビア」を取り

上げている。」 

 「写真や絵図を多く用いることで、児童がイメージ化しやすいように工夫がなされてい

る｡また、作業的な学習及び地域の見学や聞き取りなど、体験的な学習への関心・意欲が

持てるような工夫がされている。」 

 「社会科の特性や、沖縄県の基地問題、まわりの国と日本の課題について今日的な課題

に応じた配慮がみられ、基礎知識の取得や表現力の育成に最も適している。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『小学社会』（教育出版株式会社）につきましては、「わかりやすい文章表現で

記述されている。毎時間の学習課題をわかりやすく提示し、写真やイラストなどの資料も

適切である。」 

 「随所に、活動の方法や手順、資料を読み解く際の視点などが例示され、基礎的技能を

身につけ、思考力・判断力・表現力をはぐくむような工夫がされている。」 

 「差別や偏見を生みだすような記述はなく、人権について適切に表現されている。障が

い者問題、福祉問題、労働者問題、部落問題、外国人の人権問題、女性の人権問題等、各

種の人権課題について、その問題性や歴史的事実を丁寧に扱っている。」 

 「６年生では、アイヌの人たちについての人権問題を多く取り扱っている。特に、解放令発

令時のアイヌの人たちへの差別は、身分制度の問題を深く考えさせる重要な資料になる。」 

 「問題解決的な学習の構成になっており、各単元、１時間毎に学習課題が設定されている。

各単元の学習後、「確かめ考える」でまとめや確かめを行い「広げ深める」で深化に取り組

んでおり、児童にとってもきっちりと段階を踏んだ配列となっている。文章や写真などがバ

ランスよく配置されており、イメージ豊かな学習が展開できるよう工夫されている。「日本

と関係の深い国」では主に、「アメリカ・中国・ブラジル・韓国」を取り上げている。」 

 「単元の節目にある「確かめ考える」のページの設定が、児童にとって繰り返しの復習

になり、知識の習得にはちょうど良い。またその内容がカードを作らせたり、カルタを利

用したりと工夫を凝らしている。」 

 「単元末には「広げ深める」のコーナーを設け、児童の意欲や関心に応じた学習ができ

るよう配慮されている。中には、自身の考えを記入できるように工夫があり、表現力育成

も期待できる内容である。」 
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 「食料生産や環境について児童が関心をもてるよう配慮されている。また、地球環境や

平和を守ることの重要性について適切に取り上げられている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『社会』（光村図書出版株式会社）につきましては、「文章量は多いが、児童の

発達段階に応じたわかりやすい文章表現で記述されている。写真や挿絵、図、表などの資

料を多数掲載し、学習意欲を高める配慮がなされている。」 

 「５・６年では、上下巻別ではなく、通年１冊であるが、大きさ的には適当である。」 

 「障がい者問題、福祉問題、労働者問題、部落問題、外国人の人権問題、女性の人権問

題等、各種の人権課題について、その問題性や歴史的事実を丁寧に扱っている。５年生で

は、水俣病を主に公害問題の中で起こった人権問題について詳しく取り扱われている。」 

 「学習の流れが問題解決的な学習の構成であり、課題提示が明確で思考力を養うつくり

になっている。各単元の学習後に、「ひろげる、ふかめる」「見てみよう」のコーナーで

発展課題を与えている。また、随所に、効果的に学習を進めていく上での手立てや助言が

盛り込まれ、工夫されている。組織・ページ数（分量）・教材の配列は、適切である。６

年の「日本と関係の深い国」では主に「アメリカ、中国、ブラジル、サウジアラビア」を

取り上げている。」 

 「各ポイントで学習のめあてや整理を目的とした教科書への書き込み箇所が設定されて

おり、その内容は思考力・記述力が身につくよう工夫されている。また、見やすくわかり

やすい模型や写真、絵図が多用されていて、イメージ化しやすい。児童の理解の一助にな

っている。さらに、随所に「ひろげる、ふかめる」のページを配置していて、児童の思考

の深化を図っている。」 

 「環境問題、政治離れ、裁判員制度、情報被害、国境なき医師団などの今日的な課題を

適切に取り上げている。また、隣接した東大阪市のものづくりが詳しく取り上げられ、児

童が八尾市の工業について興味関心をもつ手だてとなっている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 次に、『小学社会』（日本文教出版株式会社）につきましては、「文章は簡潔で短い。

調べてわかったことなどが児童の発達段階に応じた視点で記述されている。写真や資料、

表やグラフ等の配置が工夫されており見やすくなっている。」 

 「障がい者問題、福祉問題、労働者問題、部落問題、外国人の人権問題、女性の人権問

題等、各種の人権課題について、その問題性や歴史的事実を丁寧に扱っている。」 

 「６年社会では、雨森芳洲や柳宗悦など朝鮮文化とつながりが深かった人物についての

記述が詳しい。」 

 「資料の配置が適切で、資料を比較したり関連付けたりしやすいように工夫されている。

また、各単元学習後、「たしかめよう」のコーナーでそれらをまとめ、続いて「大きくジ

ャンプ」のコーナーで発展学習に取り組ませている。５年生のいろいろな単元で、内容を

選択させ学習に取り組むことができるような工夫がされている。」 

 「６年の「日本と関係の深い国」では主に、「アメリカ、中国、ブラジル、韓国」を取

り上げている。」 
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 「単元ごとに「大きくジャンプ」というコーナーが設けられ、中には発展的な学習内容

が扱われているものもある。５年社会の「フードマイレージ」をはじめ、他学年でも環境

問題について系統的に学習できるよう配慮されている。」 

 「最近の時事問題を数多く盛り込み、学習を身近に感じさせようとしている。児童の生

活近辺にあるものや、マスコミで取り上げられていることを積極的に資料として用い、児

童自身がその問題に関心を覚え、思考しやすくなるよう工夫している。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 最後に、『小学生の社会』（日本文教出版株式会社）につきましては、「文章表現は簡

潔でわかりやすく、児童の発達段階に応じた文章表記及び分量となっている。写真やイラ

ストなどが大きく配置されるとともに児童が親しみやすいデザインで構成され、それらの

資料の中に児童が読み取る際のヒントが提示されている。」 

 「障がい者問題、福祉問題、労働者問題、部落問題、外国人の人権問題、女性の人権問

題等、各種の人権課題について、その問題性や歴史的事実を丁寧に扱っている。随所で道

徳とのつながりを示しており、人権教育と関連を持たせ学習することができる。」 

 「大きな課題をつかみ、それぞれにねらいをはっきりさせた上で調べ学習（学び方教室

という方向性を示唆した箇所が随所にある）に入る。その後、まとめを例示し、各個人に

自分のまとめ方を尋ねるという問題解決的な学習の構成となっている。また、各単元のね

らいがはっきりしており、学習しているのかがわかりやすい。」 

 「６年の「日本と関係の深い国」では主に、「アメリカ、中国、ブラジル、エジプト」

を取り上げている。」 

 「絵図や写真の配置が、工夫されており、児童の興味関心をひく。小単元ごとに基礎

的・基本的な知識の定着と、表現力の育成が図れるように工夫されている。また、本文中

に、既習の関連事項があると、小さく（←○○ページ）と書きいれられ、すぐにわかるよ

うに工夫されている。」 

 「知識の習得という点において、教科書自体が整理されており、児童には受け入れやす

いと思われる。」 

 「社会科の特性や今日的な課題に応じた配慮がみられ、基礎知識の取得や表現力の育成

に適している。「ひろげよう ふかめよう」では、児童が興味をひく適切なトピックスが

選択され、思考を深めることができる。今日的な課題、国際協力や情報活用について適切

な内容が選択されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「社会」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 東京書籍は、３・４年生で、資料として兵庫県にかなり重点が置かれていま

すが、できるだけ広く取り上げていったほうがいいと思います。また、５年生の教科書は、
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非常に親切ですが、参考写真が大きくて、その分内容が少ないのではないかと思いました。

６年生も同様に、歴史的な内容がもう少し述べられてあってもいいと思いました。ただ、子

育て支援、ノーマライゼーション、中国と日本、韓国と日本、サウジアラビア、ＥＵといっ

たことが取り上げられているのはいいと思いました。 

 次に、光村図書出版は、問題の捉え方が非常にいいと思いました。「考える」「メモす

る」という能力を身につける工夫がされていると思いました。また、前向きな姿勢で、

「ひろげる、ふかめる」「見てみよう」という問題解決型になっていることには非常に興

味を持ちました。人権については、問題性や歴史を丁寧に取り上げていると思いました。

また、写真・図・絵など多くの資料を載せられていますし、隣の東大阪市の中小企業や人

工衛星も、非常に興味深い取り上げ方をしていると思いました。 

 次に、日本文教出版は、光村図書出版と同様に、人権について丁寧に扱われていると思

いました。ただ、資料の中で、福岡県が多いことや、地域発表の中では和歌山県が多いこ

とについては、同じ紙面の中でどのように伝えていくかという点ではどうかと思います。

それぞれの小単元の中で基礎的・基本的な知識を身につけさせ、表現力の育成の工夫をし

ていることは、いいと思いました。 

 

【中原教育長】 光村図書出版と日本文教出版の教科書は少し大きいですが、選定委員会

や調査員からの意見で、かばんに入るだろうかといった意見は出ませんでしたか。 

 

【靍原指導課長】 教科書の大きさについては、選定委員会でも話題に上っておりました。

大版のものについて、ランドセルに入るかどうかということは、今のランドセルがその規

格になっているので、入るのではないかとおっしゃっていました。 

 

【篠原委員長】 社会の教科書は、非常に幅が広いので、各社とも非常に苦労なさった教

科ではないかと思います。学習指導要領の観点があることは分かりますが、例えば、６年

生で学習する「日本と関係の深い国」は、各社とも少しずつ違いがあるわけです。光村図

書出版では、アメリカ・中国・ブラジル・サウジアラビアで、東京書籍はサウジアラビア

の代わりに韓国が入っています。日本文教出版ではブラジル・中国・韓国・アメリカとな

っています。そして、もう１つの日本文教出版の教科書ではアメリカ・中国・ブラジル・

エジプトとなっています。この微妙な違いをどのように捉えるのか、選定委員会で何か意

見があったようであれば教えてください。 

 

【靍原指導課長】 本市の子どもたちの実態として、国際化が進んでおり、このことは八

尾市の教育にとって大きな力と思っております。様々な国の子どもたちが学んでいること

から、特に６年生の時期に、国際理解教育が重要視されてきております。 

 本市では、教科書をもとに、各学校で用意した特色ある資料等もふんだんに使っており

ますので、教科書では紙面の関係で４カ国を中心にしておりますが、どの国について記載

されてある教科書を選んでも、それほど影響はないだろうと思います。 

選定委員会では、観点として、教科書に国際理解の部分が配慮されているかどうかと

いうことは、話題に上っておりました。 
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【中原教育長】 私は、この社会科の教科書に一番悩みました。それぞれに特徴があって、

例えば日本文教出版では、２つの資料を比較するといった工夫がなされています。光村図

書出版は他と比べて、縄文時代の記述が深くなっています。また、本市の生涯学習部が進

めようとしているロボットについて載っています。写真も多く載せられていますし、右下

に次への疑問が書かれていて、次のページで何を習うのかという広がりがあると思いまし

た。一方、東京書籍は、単元ごとに「つかむ」「調べる」「まとめる」という問題解決学

習を進めるための工夫がなされています。教育出版は、写真より絵が多く、東京書籍と同

様に問題解決学習に力を入れながら、社会独特の授業展開をさせようとしており、この教

科書を受け取った教師の力量が必要だと感じました。 

 例えば絵の扱いも教科書によって随分違いまして、カラーにしてあったり白黒にしてあ

ったりと、それぞれの意図がありますので悩むところですが、本市には高安山麓の古墳群

があり、古墳についてはしっかりと子どもたちに勉強させて、八尾市としての学習にもつ

なげていきたいという気持ちはあります。江戸時代については安中新田会所跡旧植田家住

宅もありますので、歴史資産をどのように学習させていくのかということから考えると、

総合的には光村図書出版がいいと思います。 

 

【山本委員】 日本文教出版の２つの教科書が、分かりやすく載っていて、いいと思いま

したが、光村図書出版を見ると、６年生で「わたしのノート」というのがあって、そこに

事細かく「こういうふうに感じた」ということが載っていて、興味が引かれました。他の

教科書にも載っていますが、分量として適量と思いました。また、「学びナビ」といった

ものもありますので、「こうやって考えていったらどうか」と問いかけていくようになっ

ていて、考える力がつくような教科書だと感じました。 

また、人工衛星のことや東大阪市のことの他に、地震では中越地震が載っていて興味深

いと思いました。政治のことも少し触れられていましたが、中学校でも新たに習いますの

で、こういう点では見やすくていいと思いました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 小学校の社会で押さえておきたいポイントとしては、都道府

県の名称と位置づけが的確にされている教科書かどうかということがありますので、その

ことを見ました。特に教育出版、日本文教出版、光村図書出版は、見開きで捉えたりしな

がらきちんと押さえていると思いました。 

その中で、教科書全体で見て、用語そのものを子どもたちが教科書を通じてすぐに理

解できるかどうかを見ると、例えば教育出版では、１２６ページに「焼夷弾」という言葉

が出ていますが、用語の解説がありませんので子どもたちに分かるのだろうかと思いまし

た。また、「配給制・切符制」という言葉はどのように捉えていたのかと思います。用語

の解釈の点では、どの教科書も補助的なものを使って調べ学習をするのかもしれませんが、

少し難しい用語が多かったように思います。 

 それから、我が国の代表的な文化遺産、縄文時代の生活、伝統文化をどのように捉えて

いるかということでは、教育出版の１３ページの挿絵の中に「首のない人骨」というのが

あります。これを写真で出していることをどのように捉えるかについて、選定委員会で何
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か話が出ていなかったのか聞かせていただければと思います。 

 

【靍原指導課長】 そのことについては具体的な議論はありませんでしたが、ご指摘のあ

った教科書については、情報量としては非常に豊富な教科書であるという意見がありまし

た。逆に言うと、資料をどう扱うかという教える側の力量と、理解する側の子どもたちに

対して、資料調べをどう盛り込むかということが１つの課題になってくるだろうという意

見が出ておりました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 その点は私も同感でした。用語については大事に見ていかな

ければならないと思いますし、その中で考えれば、縄文時代の生活については、光村図書

出版がページ数を取って表現していると思います。また、前回で削除された狩猟採集の生

活が復活していましたので、この点は少し大事に見ました。そういうことでは、やや光村

図書出版がいいのではないかと思います。 

身近な問題として近隣のことに関心を持たせるということでは、東大阪市のことや柏

原市のこと、また大阪のことを捉えていた光村図書出版、日本文教出版、東京書籍はきち

んと捉えていました。これをどのように考えるかは非常に悩みましたが、社会科としての

ポイントをきちんと押さえていくことを捉えるならば、光村図書出版がいいと思いました。 

 

【篠原委員長】 委員の皆様からのご意見では、光村図書出版というご意見が多いようで

あります。東大阪のものづくりは、八尾に近いところですし、八尾もものづくりが非常に

盛んですので、そういう意味からも、私も光村図書出版がいいと考えます。 

 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと思います。 

 「社会」については、光村図書出版株式会社の『社会』が最適であるという意見が多い

と思いますが、この教科書を採択す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、「社会」の教科用図書につきまし

ては、光村図書出版株式会社の『社会』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、種目「地図」について審議いたします。靍原課長より、答申の

「地図」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「地図」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい社会科地図』（東京書籍株式会社）につきましては、「特色ある都

道府県図、日本地域図、世界全図、世界大陸図が取り扱われ、内容については適切である。

地図の見方、地図帳の索引の引き方、統計資料などの活用の仕方、地域の生産や販売・農

業や水産業・工業の盛んな地域や運輸の働き、我が国の位置と領土、地形や気候の概要、

４７都道府県の名称と位置、主な国の名称と位置、我が国の位置と領土、地球儀などにつ

いて理解をするために必要な資料が、学習課題や都道府県ごとに整理され取り上げられて
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いる。」 

 「沖縄の戦跡、広島原爆ドーム、野島断層、水平社博物館、渋染一揆、竜安寺の石庭な

どが地図上に示されており、平和問題や部落問題などについて考えることができ、取り扱

いについては適切である。」 

 「世界の人々のくらしや文化などの写真があり、国際理解について考えることができる。

津波などの自然災害や世界遺産・ラムサール条約などが取り上げられており、防災や環境

を通して、命や共生について考えることができるように工夫されている。」 

 「学習単元や教科書との関連を重視した配列になっており、いろいろな土地の人々のく

らしや、産業や国土などの学習で使いやすい。代表的な都道府県・都市についての構成内

容の取り扱いも多い。都道府県の「おくにじまん」「大阪府で発見」など児童の生活と身

近な事柄が取り扱われている。」 

 「「おくにじまん」を掲載し、学習への意欲関心を高めるよう工夫されている。また、

地図のまわりが色で縁どりされており、記号・番号が見やすい。」 

 「社会科の特性など適切に取り扱われている。歴史に関する事項のほか、環境問題、世

界の国々についての資料が効果的に提示されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『楽しく学ぶ小学生の地図帳 最新版』（株式会社帝国書院）につきましては、

「日本地域図、世界全図、世界大陸図が取り扱われ、取り扱い内容については最も適切で

ある。地図の見方、地図帳の索引の引き方、統計資料などの活用の仕方、地域の生産や販

売・農業や水産業・工業の盛んな地域や運輸の働き、我が国の位置と領土、地形や気候の

概要、４７都道府県の名称と位置、主な国の名称と位置、我が国の位置と領土、地球儀な

どについて理解をするために必要な資料が、随所に折り込みを入れながら豊富に取り上げ

られている。」 

 「広島の原爆ドーム、兵庫県南部地震震源地をはじめ、豊富な情報が地図上に取り上げ

られている。「広島市のようす」では原爆の被害状況を詳しく取り扱い、「神戸市付近の

ようす」では、災害に備えた新しい学校について取り扱うなど、平和や命の大切さについ

て考えることができ、人権等の取り扱いについては最も適切である。 

 また、世界の人々のくらしや文化についての写真とともに、巻末には「『こんにちは』

をいろいろな国のことばで言うと」を用い、国際理解や多様な言語について考えることが

できる。また、「世界の自然環境と地球温暖化」の特集では、環境問題や自然との共存・

共生について考えることができる。」 

 「縮尺別（見わたす地図・地方別地図・くわしい地図）に地図を系統立てて組み合わせて

おり、幅広い学習に対応できる。また、日本地域図（地方図）についての構成内容の取り扱

いが多い。「地図の約束事」のページで八尾市の隣接市である柏原市を例に、地図記号や縮

尺、土地利用・高さの色表現を通して地域の特徴が読み取れることを解説されている。」 

 「宇宙からながめた日本列島」のページとそれに関わる資料を掲載し、地図や地球に対

する興味関心を高めるよう工夫されている。 

 また、巻頭で「地図の約束事」や「地図帳の使い方」等のページが設けられており、効

果的な学習ができるよう工夫されている。社会科の学習内容に関連し、「国際理解」「環
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境」「大阪府の取り扱い」の資料が多く掲載されている。」 

 「「世界の国別統計」では、近隣諸国の学習を重視し、アジアの国々を中心に多くの国

を取り上げている。また、基本的データに加え、日本との主要な貿易品目も取り扱われて

いる。地域の特色ある人々の生活が読み取れるように、土地利用に関する地図表現に加え、

歴史や自然、産業などを絵記号で取り扱っている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「地図」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見はございますか。 

 

【安藤委員】 帝国書院は、やはり近隣の柏原市が取り上げられていることは非常に興味

深いと思います。また、環境問題や自然との共存もすごく注目しました。人権の取扱いに

ついても、広島の原爆ドームや兵庫県の震災といった平和や命の大切さについての取扱い

が帝国書院はすごく目に留まりました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 東京書籍では、「おくにじまん」として各地方のよさを取り

上げていますが、私としても、身近であるということを考えれば、見開きで柏原市を捉え

ている帝国書院がいいと思います。国際理解や環境も含めて、全体的に見てこれを推した

いと考えています。 

 

【中原教育長】 両方を比べると、帝国書院では、国ごとに地理や産業、交通、歴史など

にも触れられていて興味深いですし、これを見ながら子どもたちが国の位置や産業、各国

の特色を理解していければいいと思いました。以前は地図が中心でしたので、別の資料と

関連させて覚えていかなければなりませんでしたが、両社とも、地図帳でいろんなものを

把握させようとしているように思いました。６５ページから７０ページについても工夫さ

れていて、自然の様子についても、日本地図から山地や山脈、盆地といったことを理解さ

せるというように、それぞれの特徴が覚えられると思います。 

 各都道府県の場所はなかなか子どもたちも覚えにくいものですが、中学校で地理を習っ

たとき、都道府県の境界線を入れるという課題を与えると、必ずどこかの県が抜けたり新

たな県が作られたりします。世界地図を含めて、全体的な把握をどのようにさせていくか

について、「どういう特色がある地域なのか」「どのような産業があるのか」といったこ

とを、気候や風土、人口密度等もトータルで捉えていくことは、どちらも工夫されていま

すが、少し帝国書院のほうが勝っているように思いました。 

特に帝国書院は、最初の見開きの地図が白抜きになっていて、これは「２３番はどこ

ですか」というような勉強をしながら、場所や、産業・農業といった特色を考えていくの

だと思います。全体的なものが頭に入れば、次のステップとして歴史なども勉強しやすい

と思いますので、いいと思いました。 
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【山本委員】 私は、どちらも甲乙つけがたいと思いましたが、ただ、帝国書院は気温や

降水量をはじめ、国旗や産業なども載っていて分かりやすいように思いました。 

 

【篠原委員長】 質問ですが、地図帳は普段は家に置いてあって、授業に応じて学校に持

ってきて活用するということですか。 

 

【靍原指導課長】 おっしゃるとおり４年生で配本があり、主に社会科で活用しますが、

総合的な学習の時間等でも地図帳を使って、調べ学習等を含めて活用しているところです。 

 

【篠原委員長】 この２つは甲乙つけがたいですが、私は帝国書院のほうが見やすいよう

に思います。 

 それでは、意見も出尽くしたと思いますので、採決に移りたいと思います。 

 「地図」については、株式会社帝国書院の『楽しく学ぶ小学生の地図帳 最新版』が最適

であるとの意見が多いと思いますが、この教科書を採択す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、「地図」の教科用図書につきまして

は、株式会社帝国書院の『楽しく学ぶ小学生の地図帳』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に種目「算数」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「算数」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「算数」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい算数』（東京書籍株式会社）につきましては、「単元の導入が身近

な素材から丁寧に取り扱われており、学習への意欲が湧くように教材が工夫されている。

また、１年生の時計の単元は、２つの単元に分けられ、スパイラルに復習も取り入れなが

ら、学習できるようになっている。」 

 「計算の方法を説明する活動などが取り入れられ、考えるプロセスを大切にしており、

問題解決学習を進める展開になっている。」 

 「差別や偏見を生み出す恐れのあるような記述は見当たらない。写真や絵で外国の様子

を紹介したり、挿絵も男女の比率が同程度で、様々なランドセルがあったり、男女平等の

視点からみても配慮されている。」 

 「身近な生活の中にある数学的な事象から導入を行い、興味・関心を持って学習に取り

組めるように工夫されている。また、数と量を一体的に捉え、具体物から半抽象的なブロ

ック・テープ図・数直線などを使って理解しやすいように配慮されている。新しい単元の

前に復習があり、新しい学習に抵抗なく進むことができる。」 

 「単元終了後に「まとめ問題」（しあげのもんだい）を取り入れ、定着・習熟を図り、

理解が不十分な点を点検することが自分ででき、自ら学ぶ力の育成につながる。」 

 「問題解決的学習では、個人の考えを書き表し、集団の考えと交流することで、表現力が
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高まり、コミュニケーション能力を育成することができる。また、ノートの使い方を丁寧に

指導することで、振り返りを大切にし、自学自習力を高めるように配慮されている。」 

 「調査員から、「小学算数 教育出版株式会社」の教科用図書が最も適切であると報告

を受けたが、選定委員会では、本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、

「新しい算数 東京書籍株式会社」が最も適切な教科書であると思われる。」 

 次に、『たのしい算数』（大日本図書株式会社）につきましては、「単元の最初に、学

習への意欲が湧くように教材が工夫されている。１年生の時計の単元は、２つの単元に分

けられ、スパイラルに復習も取り入れながら、学習できるようになっている。問題解決型

学習を取り入れ、考えるプロセスを大切にし、説明を書くスペースなども設けている。」 

 「差別や偏見を生み出すような記述は見当たらない。「やってみよう」の概数さがしで

は、子ども白書からゴミの量などについて、角度の学習で、スロープの角度について取り

上げ、障がい者理解教育につながるような配慮もされている。」 

 「２年生「はこの形」の学習は、発達段階なども考慮し、学年末に配列されている。」 

 「式の書き込みだけではなく、理由も書き込みのスペースがあり、教科書をノートのよ

うに使用できるように工夫されている。 

 また、「算数ミュージアム」は、興味をひきつける楽しい問題で、まとめになっている。」 

 「目次後の巻頭ページに課題をつかみ、自分の考えを書き、ふり返りを書く自分のノート

作りについての「ノートの達人になろう」があり、ノート指導をする上で有効的である。」 

 次に、『みんなとまなぶ 小学校算数』（学校図書株式会社）につきましては、「目標

達成のための適切な内容であり、児童の発達段階に適応したものである。問題提示・自力

解決・考えを出し合う・まとめ・練習という流れで構成されている。」 

 「高学年のテープ図につながるように、低学年からテープ図が書かれている。各学年で

タイルを使って説明をしている。○○さんの考えと書くことで、いくつもの考え方を学ぶ

ことができる。」 

 「２年生「かけ算」の単元は、大変ていねいにスモールステップで学習を進めるように

なっている。」 

 「巻末の「算数アドベンチャー」で、環境問題について考えさせている。大きな数の単

元で、世界のあいさつを掲載し、国際理解につなげている。」 

 「２年生「はこの形」の学習は、発達段階なども考慮し、学年末に配列されている。」 

 「解法や説明がていねいに記述されている。基礎基本の内容の反復練習が多く、練習問

題がわからなかった時に、ふり返って学習するページを記載するなど工夫されている。」 

 「自分の考えやふり返りも書くようなノートの書き方が記述されている。「○○さんの

考え方」の記述の中では、穴埋め式になっていて、人の考えていることを読み取ったりす

る活動がある。」 

 次に、『小学算数』（教育出版株式会社）につきましては、「目標達成のための適切な

内容であり、児童の発達段階に適応したものである。」 

 「１年生の時計の学習は、２つの単元に分けられ、スパイラルに復習も取り入れながら、

わかりやすく学習できるようになっている。３年生「時刻と時間」の単元では、数直線を

使用し、時刻から時刻までの時間を視覚的にわかりやすく掲載している。 

 また、単元の各部分で考え方のプロセスが大切にされている。」 
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 「大きい数の導入に、写真や絵で外国の様子を紹介して国際理解につながるように考え

られている。挿絵に車椅子に乗った人、スーパーで買い物しているお父さんが夕食の献立

を考えている挿絵や、男女混合の野球チームなど、男女平等教育の視点も取り入れられて

いる。」 

 「わる数が２桁のわり算の学習（４年）の前に概数の単元を入れて、商を立てるときの

考え方の助けになるように工夫されている。また、３年生の小数、分数の指導では、小数

を先に取り扱うなど、配慮されている。」 

 「説明の方法や考え方については詳しく、答えは書き込むように工夫されている。 

 また、現行の教科書に載っていない円の面積の公式の導き方（円を三角形に変形し、公

式を導き出す方法 ６年上）なども紹介されていて、興味深い。」 

 「単元終了後に「まとめ」問題を取り入れ、定着・習熟を図り、理解が不十分な点を点

検することができる。」 

 「コミュニケーション能力の育成のために、自分の考えを書き表し、集団の中で交流す

るように配慮されている。また、自分自身の考えだけではなく、他の人や教科書に掲載さ

れている式から、自分とは違った考え方を考えさせたり、説明をさせたりする問題も掲載

されている。」 

 「調査員から、最も適切であると報告を受けたが、選定委員会では、本市教育の特色、

児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であると思われる。」 

 次に、『わくわく算数』（株式会社新興出版社啓林館）につきましては、「目標達成の

ための適切な内容であり、児童の発達段階に適応したものである。１年生の時計の学習は、

２つの単元に分けられ、スパイラルに復習も取り入れながら、学習できるようになってい

る。巻頭で学習の進め方について書かれ、問題解決学習の流れが明示してある。」 

 「男女の言葉遣いも同じで、写真や絵で外国の様子を紹介している。また、６年生で環

境問題について取り上げられている。」 

 「「学びをいかそう」の＋αの部分を除けば、分量はさほど多くなく、繰り返しや発展

などに時間を使用することができる。」 

 「本編と「算数のまど」に分かれていて、「算数のまど」でもレベル別になっているの

で、習熟度別授業などで利用しやすい。また、量と測定の領域の内容が充実している。」 

 「「みんなで話し合おう」という場面設定があり、ともに学びあえるようになっている。他

教科の関連についても考慮されており、算数が他方面で生かせるような学習の記述がある。」 

 最後に、『小学算数』（日本文教出版株式会社）につきましては、「目標達成のための

適切な内容であり、児童の発達段階に適応したものである。各単元のはじめに前学年で学

習したことなどの復習がある。「なるほどさんすう」、「まとめ問題」、「マップ」、

「じっくりチェック」、「ぐっとチャレンジ」などがあり、復習や問題解決学習を推進し

ていく内容を取り扱っている。」 

 「差別や偏見を生み出す恐れのあるような記述は見当たらない。」 

 「「いち・に・算活」では、身近な生活の中にある数学的な事象を通して活動ができる

ように配慮されている。また、「次の学習のために」で復習することで新しい単元の準備

ができ、少ない抵抗で入りやすくなっている。」 

 「「まとめ問題」（たしかめポイント）で、定着・習熟を図り、理解が不十分な点を自



－26－ 

ら点検し、振り返ることができ、自ら学ぶ力の育成につながる。」 

 「「マップ」を使って、授業の流れを確認しながら楽しく学習し、問題解決的学習に対

応できるようになり、表現力やコミュニケーション能力を育成することができる。」 

 なお、算数につきましては、とりわけ本市の児童実態の交流が選定委員会で行われまし

た。その中で、本市の特色として、基礎・基本はかなり定着しているけれども、考える力

や応用する力についてはまだ課題があるといった意見や、本市の児童の特色として、意

欲・関心をしっかり持たせることが深い学びにつながるという意見も出ておりました。 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「算数」について、選定委員会の主な意見等の説明がありまし

たが、委員の皆様方、何かご意見はございませんでしょうか。 

 

【中原教育長】 質問ですが、子どもの実態についてのやり取りが選定委員会であったと

のことですが、算数は狭い意味での学力に差が出やすい教科の１つです。そうならないよ

うに、算数の苦手な子どもにとって取り組みやすい工夫について、選定委員会で議論にな

ったことはありますか。 

 

【靍原指導課長】 新学習指導要領におきまして、算数科では習う単元が下の学年に下りて

きているものが幾つかございます。その点は、選定委員会でも論議が行われまして、特に２

年生の後半から３年生については、非常につまずく児童が多いのではないかということで、

興味・関心を持ちながら着実に歩んでいけるような教科書をという論議がありました。 

 また、教科書では様々な特徴が出されていますが、高学年、特に５年生の後半から６年

生は、内容が複雑になりますので、そこでは単に量的な反復練習だけではなく、何を学ん

でいるのかが単元を見て分かり、単元を先生から提示されたときに、そこに興味を抱くと

いうことが非常に大事ではないかという論議がありました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 特に算数の時数が増加していて、どの学年も約１０％以上の

増加でありますが、この点は選定委員会での話し合いはいかがでしたか。 

 

【靍原指導課長】 算数の内容面が非常に細かく充実されてきていることは、どの教科書

を見ても感じられますし、選定委員会でも内容面で深まっているという論議もありました。

ただ、その中でも教えるべきポイントは変わらないということで、教える際にいかに子ど

もたちにしっかりと学習を定着させるかに重きを置くことによって、内容面は多少増えて

いますが、授業時数の中で補えるのではないかと考えております。 

 

【篠原委員長】 私は、子どもが算数で最もつまずくのは分数ではないかと思いますので、

分数の取扱いをどのようにしているかを中心に見ましたが、特に分数の指導について配慮

がなされていることで特記すべきところはありましたか。 

 

【靍原指導課長】 分数につきましては、子どもたちがどれだけ身近に感じるかというと
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ころが１つのポイントではないかと考えます。各教科書会社とも工夫を凝らしていますが、

より子どもたちが身近に感じるような教材での分数の提示ということが、最もポイントが

高いのではないかという意見が選定委員会の論議の中で出ておりました。その点は答申に

も盛り込まれていると考えております。 

 

【安藤委員】 日本文教出版の教科書を見ると、本の幅が３センチ程広いのですが、これ

は、その分だけ写真や絵を見せようという意図だと解釈しました。絵で興味を持たせて、

算数を遠ざけない工夫がされているように思いました。 

 それから、教育出版の６年生の下巻で、卵パズルという中で、つい忘れてしまうような

「ヘクト」「デカ」という単位をもう一度押さえているというのが非常に興味深いと思い

ました。 

 全般に言えることは、分数については、どの出版社も非常に丁寧に早くから取り上げられ

ていると思いました。また、これまでより全体的に前に進んでいるように思いますので、例

えば数字の捉え方でも、１万という単位を早くから身につけさせていっていると思います。 

その中で、東京書籍は非常にそれを系統立てて捉えているように思いました。個人の考

え方から集団の考え方、そして表現力まで、算数を通して自主学習を高めていくというの

は非常にいいと思いました。また、どの教科書も６年生で比例を取り上げていますが、東

京書籍はＸやＹという捉えにくいものを、比例という考え方の中にきちんと込められてい

ました。教育出版もそういったことは捉えていると思いますが、私としては、東京書籍の

ほうが長いスパンの中で捉えられているように思いました。 

 

【山本委員】 私は、教育出版も非常に分かりやすくていいと思いましたが、３・４年生

ではもう少し詳しく載せたほうがよかったのではないかという部分があったように思いま

す。また、５・６年生に関しては、問題も多いし、中学校に向かう「数学へのとびら」な

どでは、確認にもなるのですごくよかったです。 

日本文教出版は絵がカラフルで、とてもきれいでいいのですが、少し分かりづらいと

ころがありました。 

他の教科書もそれぞれいいところはありましたが、その中でも教育出版と東京書籍は、

長さ調べなどでも身近なものを使っていることが多かったように思います。東京書籍では、

文房具や体育館の中のもの、学校の扉などを使って長さを調べたりするなど、身近なもの

を使って、調べやすいようにしていましたし、３・４年生でも、「もう一度考えてみよ

う」というのがあって単元ごとに復習するというのがよかったと思います。１年生の時計

に関しても、はじめは７６ページに単元があって、算数に慣れてきたところでまた１３３

ページにも時計の単元があるというように、２つに分けて載せています。時計というのは

苦手な子どもはなかなか分からないことがあると思いますので、復習という点ではよかっ

たと思います。それから、２年生に関しても、切手という身近なものを利用しているとこ

ろがよかったと思います。 

「これはどうすればいいのか」と考える方向に持っていっている点で、私は東京書籍

が一番いいと思いました。 
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【中原教育長】 子どもの実態から考える力や応用力を鍛えていかなければならないという

ことと、学力の二極化をどう解消するかという意識を持ちながら教科書を見ていきました。 

 各教科書ともそれぞれ工夫していますが、教育出版は時間ごとの終わりに確かめ問題を入

れていて、自分で解決していけるかどうかの確認ができるようになっていると思いました。 

東京書籍はシンプルにまとめてあって、算数の苦手な子どもが取り組みやすいように

思います。「めあて」があって、次に「まとめ」というのがシンプルな形になっていて、

「今日は何を勉強するのか」、そして「何が分かったのか」が、他に較べて分かりやすい

ように思いました。 

 個々を見ていきますと、例えば小数のかけ算では、挿絵は教育出版が比較的分かりやす

いと思いますが、考え方では東京書籍がヒントやまとめもあって理解しやすいように思い

ます。 

 ５年生の「平均」の学習では、絵や棒グラフで示されていますが、教育出版は概念が絵

で表されていて分かりやすいと思います。 

 東京書籍では「算数マイノート」というのがあって、ノートのとり方を示しています。

ノートをどのようにとっていくのかというのは、担任の先生ごとに少し変わるのですが、

２年生、４年生、６年生にこれが出ていますので、学年の中である程度の共通理解ができ

るようになるのではないかと思いました。 

 子どもたちが算数を学習するときに、系統的な考え方をして積み上げをしていかないと、

途中で分からなくなってしまったり、遠回りしてしまったりします。ですから、学習のめ

あてや見通し、まとめを中心としながら、子どもたちでいろんな意見を出す中で、いろん

な解き方やいろんな考え方をみんなで学習していって、１つのものに練り上げていき、そ

れを最後にまとめるのですが、東京書籍は、そのように問題解決を進めていく道筋や、そ

の中で思考力を高めるような展開になっているように思いました。各社ともそういう努力

はしていますが、特に東京書籍はそういうことが見てとれ、学習活動として比較的取り組

みやすい構成ではないかと思います。 

どの教科書も同じように、単元の終わりには仕上げの問題を入れて確認していくとい

うように、それぞれ工夫はしていますが、東京書籍は「学習のめあて」「見通し」「みん

なの話し合い」「まとめ」というようになっていて、問題解決学習をより進めやすいと思

いました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 特に算数は、今までの授業では、フィードバックして子ども

に教えていくということが欠けているように思います。そういう意味で、時間増の中でフ

ィードバックしながらやっていくという反復練習の授業ができるかどうかという点で見ま

すと、大日本図書、教育出版、新興出版社啓林館などは、きちんとその点を押さえながら、

時間帯を設けてスパイラルで反復することを十分に取り入れていると思います。 

 また、小学校の子どもたちですので、子ども同士がお互い関わり合いながら、説明し合

って理解を深めていくという点で、１人で考えるのではなく、みんなで考え方を共有して

いくということになると、この点は、東京書籍、教育出版が子どもたちに入っていきやす

いと思います。 

算数独特の表現についての解釈ということで見ますと、東京書籍や日本文教出版がい
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いのではないかと思いました。 

 小学校の算数科においては、町へ出ていって色々と覚えたりするといった具体的な体験

を通した学習も大事で、その中で数学的な考え方を深めていきます。そういう点では学校

図書が秀でていると思いました。 

 このように色々と考える中で、最終的には、中学校に向けた段差を少しでも小さくし、

中学校へスムーズに移行していくためにはどの教科書がいいのかということから、今挙げ

たポイント等をチェックしていった結果、東京書籍と教育出版が本当に拮抗したのですが、

私の場合はやや東京書籍のポイントが高かったと思っています。 

 

【篠原委員長】 調査員からは教育出版の教科書がいいのではないかという意見であった

とのことですが、最終的に選定委員会からの答申では東京書籍がベターとのことでした。

今までの委員の皆様方の意見を聞いておりましても、東京書籍のほうがいいのではないか

という意見が多いように思いました。 

 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 「算数」については、東京書籍株式会社の『新しい算数』が最適であるという意見が多

いと思いますが、この教科書を採択す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、「算数」の教科用図書につきまし

ては、東京書籍株式会社の『新しい算数』を採択することが適当と決しました。 

 審議の途中ですが、議事の都合によって暫時休憩といたします。再開は１２時４５分と

しますのでよろしくお願いいたします。 

 

（休 憩） 

 

【篠原委員長】 それでは、休憩前に引き続き審議を行います。 

次に、種目「理科」について審議いたします。靍原課長より、答申の「理科」につい

て説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「理科」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい理科』（東京書籍株式会社）につきましては、「「とびだせ」で発

展的な内容として、人との関わり、自然との関わりに重点的に取り上げている。また、児

童に科学的な見方が身につくように「話し合おう」が設定されていて、言語活動が重視さ

れた内容になっている。」 

 「「理科のひろば」では、単元の学習内容と実社会や自然との関連が示されていて、学

習内容を一般化するときの手がかりとなっている。」 

 「「かんきよう」の欄で資源を大切にする方法が示されている。また、巻末の「理科室

を使うとき」（４年）に基本的な注意点に関する内容が記載されている。」 

 「単元の初めに「調べよう」を設定することで、単元全体の学習イメージが持ちやすい
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ように工夫されている。また、「生活にひろげよう」を設け、学習したことが実社会でど

のように生かされているか示している。」 

 「単元の最初には「思い出そう」を設け、他学年との関連性を明確にしている。また実

験の手順をフローチャートで示すことで、児童に見通しを持たせやすくしている。また、

単元の中で、適宜、記録にはデジタルビデオやデジタルカメラなど、視聴覚機器の活用を

すすめている。」 

 「「話し合おう」「発表しよう」という形で何について話しあえばよいのか、どんな事

をまとめるのか明示されているので、話し合いをしやすく、言語活動も行いやすい。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『たのしい理科』（大日本図書株式会社）につきましては、「科学的な見方や考

え方が身につくように「わかったこと」をマークで示したり、「ふりかえろう」を設定し

たりしている。「学んだことを生かそう」では知識・技能を日常の現象解明に活用できる

内容になっている。また、「活用しよう」では、児童の言語活動を重視した内容になって

いる。」 

 「障がい者も登場しており、男女が互いに協力して物事に取り組む写真やイラストが使

われている。」 

 「次の学年で学ぶことがらが示されており、さらに興味を持てるように表示されている。

問題提示・結果を考える場面では、話し合う様子が挿絵としてあり、結果・結論について

は、「考えよう」で考察し、情報交換する「発表しよう」が設定されている。」 

 「自然の分野で季節の移り変わりの中で木・草・湿地等が写されている。また、拡大写

真をうまく使い、児童の興味をひくような構成にしている。」 

 「生命尊重・動物愛護の視点から観察した生物は必ず自然に返すことが明確にされてい

る。また学習内容に関連する環境問題にも積極的に取り上げている。」 

 次に、『みんなと学ぶ小学校理科』（学校図書株式会社）につきましては、「考察にチ

ェック欄が設けられ、科学的な考え方を養うような工夫がなされている。また、問題を朱

書きし、見やすくなっていて、児童は何が課題かがすぐに分かるような紙面構成になって

いる。」 

 「理科室の使い方についても（４年）注意喚起がなされているように写真やイラストを

使って構成されている。また、４・６年の巻末には、実験器具の使い方を載せ、安全への

配慮をしている。」 

 「「読み物」では、実社会と関連を図れるようになっており、学習内容を一般化させる

ことが出来るようなつくりになっている。また、学年の系統表を表し、学習の積み上げや

縦の系統性、学年のつながりが児童にも分かる様に示され学年での学習内容も４領域に分

類されており、その関連性を理解することが出来る。」 

 「実験・観察では、実験や観察の視点を明らかにして、児童がスムーズに学習できるよ

うに工夫されているので、すべての児童が使いやすい作りになっている。」 

 「日本各地の様子が示されていて、社会科の学習と関連付けたり、学習を広げたりしや

すくなっている。 

 また、実験の予想が記載されているので、目的意識を持って学習を進めることができる。
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実験は「実験のタイトル」「実験のおおまかな流れ」「準備」が明記され、点線で実験の

流れを載せることで認識を深める工夫がなされている。」 

 「「自然を大切にするために」マークを付し、環境保護への意識を高めるように作られ

ている。」 

 「結果・結論については、「考えてみよう」で考察し、児童が情報交換する「発表しよ

う」が設定されている。このことで、児童の言語活動の充実を図っている。」 

 次に、『地球となかよし小学理科』（教育出版株式会社）につきましては、「基礎・基

本の定着が図られるように「わかった」に線が引かれ、大事な箇所が分かるようにしてあ

る。「確かめ」は問題形式と学習内容を説明する２本立てになっていて量的には十分であ

る。実験器具の使い方、ノートの取り方等・理科学習の基本となるべき事がらがコラムの

形で表記されている。」 

 「「科学のまど」では、既習内容と関連する環境のテーマを設定し、地球環境に関する

啓発を行っている。また、理科室での注意事項を写真とともに載せるなど、安全面に十分

配慮されている。」 

 「前の学年で学んだことも思いだせるように簡潔に説明してある。「言葉の広場」で科

学的な言葉の解説をしている。また、学習内容を説明する活動で言語活動の充実を図って

いる。」 

 「季節の移り変わりが定点観測で写しているので、その変化の様子が視覚的に良く分か

るように工夫されている。また、体のサイズと同じ大きさで作成されている内臓の絵が掲

載されるなど、各単元でイラストや写真を大きく使っている。」 

 「単元の終わりに「説明できるかな」を設け、学習したことを活かして、自分なりの言

葉でまとめるように工夫されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『新編 楽しい理科』（社団法人信濃教育会出版部）につきましては、見本本が

なく、ホームページ上の趣意書についても検討できる内容がないため、答申はいただいて

おりません。 

 最後に、『わくわく理科』（株式会社新興出版社啓林館）につきましては、「各単元の

学習のめあてが児童の興味・関心が持てるような文章で示されている。また、新しく扱わ

れた内容についても、直接的体験を重視し、学習できるようになっている。例えば、６年

の学習では、児童が体感できるような発電から導入し、最後には生活へのつながりにまと

める展開になっている。 

 また、理科の広場などで、身近な生活に関わる内容が豊富に用意されていて生活にも関

連させやすく、「力だめし」として、巻末に標記され、身近な内容が出題されている。」 

 「「空気」の性質を利用したものに障がい者のための設備が紹介されている。科学の力

で障がい者をサポートしている内容を載せていることで総合的な学習の時間にも関連付け

しやすい。国際理解教育の一環として、様々な国の人や障がい児などがともに学習してい

る様子がイラストや写真で紹介されている。 

 また、４年生と６年生において理科室の使い方を丁寧に説明しており、安全面への配慮

が細かくなされている。」 
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 「写真で全国各地の様子が盛り込まれており、社会科の学習とリンクさせながら学習を

進めることが出来る。学習の進め方を記載することで、「めあて」「実験・観察」「考

察」「まとめ」という学習の流れが分かりやすくなっており、めあてを持って学習するに

は適している。また、「空き缶」の装置作り等、身近なものを実験器具として使われ、創

意工夫を引き出すなど、児童の生活に密着している。」 

 「「理科から仕事へ」で理科に興味を持った自分が将来目指した仕事について語られて

いる。また、６年の学習の中で、環境問題等で、総合的な学習の時間との関連を図れるよ

うになっている。 

 さらに、「地域資料集」では全国各地の理科的な課題を取り上げて児童の視野を広げて

いる。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「理科」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見はございませんでしょうか。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 採択とは直接には関わりませんが、現在、理科の専科は八尾

市では設けられているのですか。 

 

【靍原指導課長】 現在のところ、ほとんど担任が教えている状況かと思います。とりわ

け最近は学年の担任団で教科を割り振り、教科の専門性を活かした指導はなされていると

は思いますが、専科については基本的にはなされていないと思います。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 教科書を見ていると、かなり専門的なこともありましたので、

理科教育を充実させていくには、やはり専科の配置も今後考えなければならないのではな

いかと思いました。 

 

【篠原委員長】 「理科離れ」と言われて久しいと思いますが、特に理科で私が重視した

いのは実験です。実験に興味を持つことによって、理科に関心を持つ子どもも増えてくる

と思います。そこで、実験の取扱いについて、実験をどのようにしているのか、あるいは

どの程度の実験が行われているかをお教えいただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 小学校におきましては、ほとんどの教科書の作りが共通しています。

大きくは、単元の初めに興味づけを行ってから、実験、観察に入っています。小学校では、

座学だけでは子どもたちもなかなか興味・関心を持ちませんので、外に出て体感したり、

あるいは理科室で実験したりすることが重視されておりまして、多くの単元において２～

３時間は実験や観察に配当することになっております。 

 

【安藤委員】 各出版社とも、教える内容は基本的にほぼ同じ方向で捉えていると思いま
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す。その上で、例えば東京書籍の３年生では、親切に写真、資料が取り入れられています

が、絵がやや大き過ぎるようで、もう少し内容を増やしたほうがいいと思いました。一方

で、例えば方位磁石なども取り上げられていますし、これは他の出版社も同じですが、風

とゴムといったことは、きちんと捉えられているように思いました。 

 大日本図書も全体的には丁寧に資料が載せられていますが、内容が少し寂しいように感

じまして、もう少し深くてもいいのではないかと思いました。 

 学校図書は、６年生まで流れがきちんと捉えられていて、３年生から６年生まで「こう

いうことを学びますよ」ということが示されているように思いました。 

 新興出版社啓林館は、私が最も注目したのは、動植物をどのように育て、あるいは成長

していくのかという自然との折り合いということで、すごく上手くできていると思いまし

た。また、単元ごとのまとめ方がすごくいいと思いました。もう１つ興味深いと思ったの

は太陽と月の問題で、月がどのような影で映っているのかを見事に実験の中で示されてい

ましたので、私はこれをお勧めしたいと思いました。 

 

【中原教育長】 例えば新興出版社啓林館の４年生の１５ページを見ると、学習のめあて

があって、そして次に実験ということで、フラスコが傾いたような形で表示してあって、

そして結果という構成になっています。それは他の教科書も同じなのですが、新興出版社

啓林館はめあてがあって、実験をして、そして結果を得ていくということが比較的分かり

やすく書かれていると思いました。 

また、実験のレポートを活字ではなく子どもたちの字で書いてあるというのが、親近感

があり、ノートのとり方、レポートの書き方を考えさせたい、あるいは自分の考えを持た

せたいという意図が感じられ、子どもの立場に立ちながら作られているように思いました。 

 それから、理科は実験や自然観察など興味・関心持つような授業を通して、子どもたち

のいろんな疑問や興味に答えていくという進め方をしますが、ペットボトルやコップなど

身近なものを使っていますので、家に帰って自分で実験したり、次のステップに発展した

りすることができるようにも思いますので、よく工夫された教科書だと思いました。 

 最初にしっかりした目標を持たせないと、子どもたちも「なぜこの授業をするのか」が

分かりませんので、「めあて」「実験・観察」「考察」という構成がいいと思いました。 

 東京書籍は、「理科のひろば」というのがあって、これは教師の指導力にも関係してき

ますが、１つの疑問や興味を他へ広げさせることも大切で、それを広げていく意図がある

ように思いました。 

 生活科とのつながりについては、各教科書とも色々と工夫していると思いました。新興

出版社啓林館なども、最初に自然との関わりの単元があって、視点を植物や動物に向けて

いくような工夫もあると思いました。その意味からも、新興出版社啓林館が上手くまとめ

ていると思いました。 

 

【山本委員】 私も、「成長過程」などはどの教科書も写真で詳しく載っていてよかった

と思います。 

 東京書籍は、４年生の「水のすべて  飛び出せ、理科のひろば」というのは水の流れが

つかみやすいと思いましたし、恐竜の話から食物連鎖、噴火のことなど、地球の歴史のよ
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うなものが載っていて興味深いと思いました。電気の働きや、てこの原理についても、１

つひとつの項目が分かりやすいように思いました。 

 学校図書も自然を重視していてすごくよかったと思いますし、教育出版や大日本図書も

１つひとつの単元が分かりやすいように書いてあったと思います。 

 新興出版社啓林館は、棒グラフの書き方が丁寧だと思いました。また、秤を電子とアナ

ログの両方を使い分けてあったり、乾電池など危険なことに対しても、他の教科書も「こ

れは危険ですよ」というチェックはありますが、そういうところも「！」が示されていて

注意しやすくなっていたと思います。実験の機材についても、カップラーメンのカップや

フライパンなどの日常的なものが使われていますので、「いつも使っているもので簡単に

実験ができる」ということを示すことができてすごくよかったと思います。先程教育長が

おっしゃったように、学習のまとめのところで自筆のようにレポートが書いてあるのは、

子どもたちがまとめているような感じが分かりやすくてよかったと思いますし、それを子

どもたちが学んでくれればいいと思いました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 どの教科書も、使ってみたいと思う教科書ばかりでした。た

だ、実験結果だけでなく、過程や道筋を立てて話すことができるにはどの教科書がいいだ

ろうか、あるいは、新たな疑問を持って、子どもたちと話し合いができるのはどの教科書

だろうかということを考えていく中では、やはり最後には児童がその体験を生活につなげ

ていけることが大事だと思います。そういうことから考えると、新興出版社啓林館は少し

ポイントが高いように思いました。 

 それから、科学的な用語というのが理科では大事だと思います。そういう点では教育出

版はきちんと捉えている部分が多かったと思います。 

 また、東京書籍や教育出版では、子どもの思考に沿った丁寧な問題解決にあたる活動が

よりできるように配慮されている点は、非常にいい教科書だと思いました。 

 ただ、日常生活と関連させていく、また理科好きの子どもを育てていくことを考えるな

らば、学習活動を日常生活に関連づけて活かすことができなければならないと思いますの

で、最終的には新興出版社啓林館を挙げたいというのが私の思いです。 

 

【篠原委員長】 それでは、他にご意見がないようでしたら、採決に移りたいと思います。 

 「理科」については、新興出版社啓林館の『わくわく理科』が最適であるとの意見が多

いと思いますが、この教科書を採択す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、「理科」の教科用図書につきまし

ては、新興出版社啓林館の『わくわく理科』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に種目「生活」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「生活」について説明願います。 
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【靍原指導課長】 それでは、「生活」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい 生活』（東京書籍株式会社）につきましては、「学習目標がその

学年にふさわしい単元名で書かれておりわかりやすい。上巻では、家を出てから学校に行

くまでの通学路の様子から教材が始まっており、交通安全や挨拶の大切さを考えさせられ

るようになっている。そして、学校に着いてからも学校生活が楽しいものであるという、

期待感が持てる教材になっている。」 

 「下巻では、町探検の計画の立て方から発表まで流れに沿って学習できるように配慮さ

れており、児童の発達段階を踏まえ、興味や生活経験を大切にしている。」 

 「下巻の「まちたんけんの計画を立てよう」で車いすの友だちのイラストがある。また、

「まちでさがそう」で点字や点字ブロック等が紹介されており、障がい者理解についての

認識が養われるように配慮されている。 

 また、女性教諭のパンツ姿、女性管理職、男性の家事参加、女性警察官等が紹介されて

おり、男女共生社会についての意識が大切にされている。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

適切に配分されている。」 

 「上巻の最後にポケット図鑑があり、四季それぞれの植物や動物が紹介されている。ま

た、下巻に「ベんりてちょう」があり、コミュニケーションの方法や調べ方、道具の使い

方が紹介されている。」 

 「調べ学習でインターネットやファックス、電子メール等が紹介されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『たのしいせいかつ』（大日本図書株式会社）につきましては、「学習目標がそ

の学年にふさわしい単元名で書かれており、わかりやすく、児童の発達段階を踏まえ、興

味や生活経験を大切にしている。また、仲良しをテーマに人や動物、自然と触れ合うよう

に構成されている。」 

 「生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮している。下巻の「がくしゅう

どうぐばこ」にある「せかいのなかま」で、その国を代表する料理や挨拶が紹介されてお

り、国際理解についての認識が養われるように配慮されている。また、「あたたかいねた

すけ合う町」には、高齢者や車いすの方、目の不自由な方、手話、点字ブロック、補助犬

の紹介があり障がい者理解についての認識が養われるように配慮されている。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

適切に配分されている。１年の秋から２年の春まで育てる植物を扱っており、１、２年継

続して取り組める内容になっている。」 

 「教科書の右横のコラムに言葉や色の名前、暮らし等ミニ知識が身に付くよう工夫され

ている。また、上巻・下巻の最後に「がくしゅうどうぐばこ」があり、たくさんの虫や草

花、雲、クッキング、あそび、手紙の書き方、道具の使い方、電車やバスの乗り方、いろ

いろな伝え方等が紹介されている。」 

 「環境問題に触れた内容があり、安全に関しての内容が他社に比べて多い。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 
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 次に、『みんなとまなぶ しょうがつこう せいかつ』（学校図書株式会社）につきま

しては、「学習目標がその学年にふさわしい単元名で書かれておりわかりやすい。上巻の

「がっこうたんけん１」でドアを開けたら見開きになり、いろいろな教室が写真で紹介さ

れており、実際に自分が探検しているような気分になり期待感がもてるような教材になっ

ている。下巻の「まちたんけん１」では自分たちが見つけた町の様子、「まちたんけん

２」ではインタビューで聞いた町の人の様子を取り上げている。自分たちの町のステキを

紹介することで住んでいる町に愛着を感じるような教材になっている。」 

 「上巻の「いっしょにあそぼう」で外国の友達や車いすの友達がイラストで紹介されてい

る。また、下巻の「まちたんけん１」「まちたんけん２」で外国の方や車いすの方の写真、

点字ブロックが紹介されており、国際理解や障がい者理解についての配慮がされている。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

適切に配分されている。また、項目毎の時系列になっている。」 

 「上巻の最後に四季のいきもの図鑑や道路の歩き方や道具の使い方が紹介されている。

下巻の最後に「学びかたずかん」があり、話す、聞く、見る、書く、相談する、発表する、

道具を使う等の項目でそれぞれ、上手にできるヒントが紹介されている。」 

 「環境問題や安全問題に触れた内容がある。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『せいかつ』（教育出版株式会社）につきましては、「学習目標がその学年にふ

さわしい単元名で書かれておりわかりやすい。上巻では、学校の教室の様子が写真で紹介

されており、学校生活が楽しいものであるという、期待感が持てる教材になっている。下

巻では「しぜんたんけん」「おみせたんけん」「みんながつかうところたんけん」等に分

けて紹介されている。」 

 「生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮している。下巻「まちのあんし

んたんけん」でスロープや介助犬、点字ブロック等が紹介されており、障がい者理解につ

いての認識が養われるように配慮されている。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

適切に配分されている。家族の写真が一人親家庭の児童に配慮したものになっている。」 

 「上巻の最後に「ぐんぐんちからポケット」があり、言葉の使い方や聞き方、探検のいろ

いろな方法、道具の使い方が紹介されている。下巻の最後に「ぐんぐんまなぶポケット」が

あり、探検、記録、発表、乗り物等の達人シリーズで学習のヒントが紹介されている。」 

 「環境問題、安全問題を詳しく扱っている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『せいかつ』（社団法人信濃教育会出版部）につきましては、見本本がなく、ホー

ムページ上の趣意書についても検討できる内容がないため、答申はいただいておりません。 

 次に、『せいかつ』（光村図書出版株式会社）につきましては、「上巻「みんなでわく

わくがっこうたんけん」では、学校の様子が写真とイラストで紹介されている。下巻「ま

ちをたんけんだいはっけん」では、パン屋と図書館を主に取り上げ、探検をするときのポ

イントが紹介されている。また、四季の町の様子がイラストで紹介されており、季節の移
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り変わりがよく理解できる様になっている。」 

 「生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮している。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

適切に配分されている。」 

 「植物や野菜を育てる学習では、ページをめくる毎に成長の様子が分かるような工夫が

されている。また、教科書の途中に四季の仲間達が写真とイラストで紹介されている。」 

 「安全問題について触れている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『わくわくせいかつ せいかつめいじんブック いきいき生活』（株式会社新興

出版社啓林館）につきましては、「学習目標がその学年にふさわしい単元名で書かれてお

り、わかりやすい。児童の発達段階を踏まえ、興味や生活経験を大切にしている。」 

 「上巻では、家を出てから学校に行くまでの通学路の様子から教材が始まっており、近

所の方との挨拶というコミュニケーションからはじまるつながりの大切さを考えさせられ

るようになっている。そして、学校に着いてからも学校生活が楽しいものであるという、

期待感が持てる教材になっている。下巻では自分たちが住んでいる町の様子を知り、そこ

で働いている人々との交流を深めながら、自分たちの地域を愛する心を育てる工夫がされ

ている。」 

 「生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮している。上巻で外国の遊びを

紹介し、国際理解についての認識が養われるように配慮されている。下巻で盲導犬や点字

運賃表や車いすの方の写真を紹介し、障がいについての理解が養われるように配慮されて

いる。 

 また、働く人で女性の警察官が紹介されており、男女共生社会についての意識が大切に

されている。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

四季に合わせた教材や学年に応じた内容等適切に配分されている。」 

 「問題解決のための情報収集の仕方や異学年との交流の活動等を取り上げている。別冊

「せいかつめいじん？ブック」は遊び、生き物、探検、ふれあいの４つの項目に分けて資

料集としての活用がしやすい。また、別冊になっていてサイズも小さいので校外学習等に

携帯しやすい。」 

 「コミュニケーション能力を育てるため、発表することやお礼の手紙を書く教材が工夫

されている。また、自然や環境などの今日的課題について「ぐんぐんのびろ」や「げんき

にそだて」等で調べ学習を通して取り扱えるよう配慮されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、日本文教出版株式

会社とともに、最も適切な教科書であると思われる。」 

 最後に、『わたしとせいかつ』（日本文教出版株式会社）につきましては、「学習目標

がその学年にふさわしい単元名で書かれており、わかりやすい。上巻では、最初の見開き

ページに学校生活の様子がイラストや写真で紹介されており、学校生活が楽しいものであ

るという、期待感が持てる教材になっている。下巻では「ふしぎたんけんふれあいたんけ

ん」で探検する際のポイントが紹介されている。」 
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 「生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮している。上巻の最後に世界の

言葉の紹介があり、国際理解についての認識が養われるように配慮されている。下巻の

「なんでもずかん」の最終ページに点字の紹介があり、障がい者理解についての認識が養

われるように配慮されている。また、父親の家事参加や女性の管理職等が紹介されており、

男女共同参画社会の内容がある。」 

 「児童の興味や関心を生かした学習活動を展開させていくのに適切な量であると同時に

適切に配分されている。」 

 「植物を育てる教材では教科書を折ると種と花の様子や成長過程が分かる工夫がされて

いたり、上巻下巻の最後に「なんでもずかん」があり、まとめ方、調べ方、伝え方、野菜、

花、動物、用具の使い方等の紹介があり、学習を進めていく上で分かりやすい。また、目

次の字や点字が立体的になっており、子どもたちが体感できる工夫がされている。」 

 「環境問題、安全問題を詳しく扱っている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、株式会社新興出版

社啓林館とともに最も適切な教科書であると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「生活」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

した。答申では、日本文教出版と新興出版社啓林館がともに最も適切であるというご意見

をいただいているわけですが、我々の意見で決めてまいりたいと考えております。委員の

皆様方、何かご意見はございませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 非常に悩んだところですが、理科への導入ということで、動物・植物との

出合い、また外国の方との出会いといったことをどのように捉えていくかを考えたいと思

います。 

 もう１点は、新興出版社啓林館の「せいかつめいじん？ブック」をどう評価するかとい

う点で非常に悩みまして、内容は興味を引く、楽しくて面白いものなのですが、別冊にす

るというのはどうなのかとも思いました。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会におきましても、「せいかつめいじん？ブック」について

の議論は時間をかけてなされました。様々なご意見がありましたが、１つは、やはり非常

に使いやすいということで、これを屋外に持っていって活動するのは子どもたちも喜ぶの

ではないかという意見が出ておりました。しかし一方では、別にミニ図鑑を購入する小学

校も多くありますので、それがあるのであれば、敢えて「せいかつめいじん？ブック」は

必要ないのではないかという意見も出ておりました。最終的に選定委員会では、それぞれ

の議論を加味して、この答申に至ったものと認識しております。 

 

【中原教育長】 この冊子は、様々なことが書いてあって、教科書と同じぐらいの内容な

のですが、小学校１年生という発達段階で、これをハンドブックとして外に持っていって、

見比べたり、調べたりすることが可能なのかとも思いました。 
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【靍原指導課長】 生活科の実践では、ほとんどの場合、教室で指示を与えてから校庭に

出て、植物に触れたり校内を探検したりしますので、ほとんどの学校では画板とかばんが

一体になったような教材を１年生のときに購入したり、学校で備えたりしておりまして、

それを持って活動を行います。その際に、図鑑類等を必要な分だけそのポケットに入れて

観察します。個人で観察に行く場合もありますし、場合によっては３～４人のグループで

１冊という場合もありますが、担任の指示で運用していると思います。 

 

【安藤委員】 日本文教出版で特に興味を引かれたのは綿の実と花です。八尾の歴史を考

えたときに、より身近なものとしてこれからも捉えていかなければならない材料だと思い

ました。そういう意味で、「植物を育てる」という系統の中でこれが含まれていることに

はすごく興味が引かれました。 

 また、「手に乗せる虫」という場面がありますが、最近は虫に触りたくないという子ど

もが多いと聞いていますが、そういうことを身近にしていくには、早い時期のほうがいい

と思いました。 

 下巻では「なんでもずかん」が非常に興味を引かれましたし、点字を紹介していること

も非常にいいと思いました。 

 ただ、ビンゴゲームについては、私はちょっと引っ掛かりました。 

 

【山本委員】 今、安全マップを作っている地域がかなりありますが、学校図書では、そ

れを下巻の初めで取り扱っていて、生活科の内容としてとてもいいと思いました。 

 東京書籍は、三世代間交流といったところがすごくいいと思いました。また、国際理解

についても、いろんな人との関わりということがよかったと思います。 

 新興出版社啓林館の「せいかつめいじん？ブック」については、そればかり見てしまう

のではないかと思いました。 

 日本文教出版は、テーマごとに点字が載せてあるのがすごくよかったと思いますし、こ

れも三世代の交流もあって、すごくよかったと思います。また、自然などの興味を引く写

真が豊富ですし、八尾の特徴である綿のことが載っているのもよかったと思いました。 

 

【中原教育長】 新興出版社啓林館の２６ページで、「どこ・なに・どう」というのは、

話し方の３つの要素を上手く取り上げていると思いました。また、他社もそうですが、日

本文教出版も、表現力を確実に身につけさせようとしていると思いました。自然について、

社会について、家庭について考えさせて、その後、何らかの表現につなげていくところが

いいと思っています。 

 また、八尾市は集合住宅が多いことから考えて、自然への興味を誘うような写真がたく

さん載っている日本文教出版は捨てがたいと思います。普段、土と触れ合う機会があまり

ありませんので、学校でこのような機会をつくって、いろんなものを育てていくにはいい

教科書だと思います。自然を素材とした遊び、自然を素材とした生物との触れ合いがたく

さん載せられているように思いました。 

 河内木綿に関わる綿の花も載っており興味深く、子どもにもぜひ知ってほしいと思いま

した。小学校１年生の国語で「たぬきの糸車」という教材がありますが、このときに、糸
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車ですので綿を糸にしていくということを実際に授業で行っている学校もありますので、

綿繰機と綿と物語を関連づけていけるのではないかと思いました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 小学校１・２年生という発達段階で、教科書として活用する

には新興出版社啓林館と日本文教出版のどちらがより適切であるか、両方を比較しながら、

かなり詳しく見詰めました。 

 特に、私もどうしようかと悩んだのが、新興出版社啓林館の「せいかつめいじん？ブッ

ク」の扱いです。教科書として子どもたちが持って歩くにはいいと思いますが、この「せ

いかつめいじん？ブック」頼みの教科書になってしまうのではないかということも危惧さ

れました。教科書本文に表記しなければならないことが「せいかつめいじん？ブック」に

載ってしまっている部分もありますので、そうなるとどうしても両者を常に引き合わせて

使う必要が出てしまうのではないかと思いますが、小学校１・２年生の子どもたちにそれ

ができるのかと思います。 

 「せいかつめいじん？ブック」は内容が深いのですが、それに代わって日本文教出版で

はどのように捉えているのかを見ますと、「ポケットずかん」というのを本文内に掲載し

ていて、使いやすくしていると思いました。 

 この「せいかつめいじん？ブック」の使い方によって、評価がかなり変わってくると思

います。ただ、「せいかつめいじん？ブック」はかなり情報が細かくて非常に興味は引か

れますが、逆に言えば情報量が過多で、詰め込みが懸念されるように思いました。 

 そのような点から両方の教科書を見ますと、日本文教出版は、上巻では散歩を中心とし

た取組みの中で、日常生活の中から子どもたちが五感を使って楽しめるような追いかけ方

をしていると思います。また、下巻では小単元を絞っていますが、新興出版社啓林館は１

０単元も出ています。こういった点では、子どもの発達段階を考慮すれば日本文教出版の

ほうがやや扱いやすいように思いました。 

 少し気になったのは安全ということで、１年生は初めて学校へ来るのですから、交通災

害等を含めて様々な災害に対する安全というのは大きなテーマだと思います。そういう意

味で、新興出版社啓林館は安全という面ではやや薄いように思いました。その点、日本文

教出版は安全に対しての配慮が大きくあるように思いました。 

 細かい分析になりましたが、生活科というのは総合的な学習や理科ともリンクしていか

なければなりませんので、他教科との関連をしっかりと捉えていかなくてはならない教科

であることを考えれば、子どもたちの生活に結びついていて使いやすいという点で日本文

教出版だと考えております。 

 

【山本委員】 やはり生活ですので、安全・安心といったことも含めれば、私も日本文教

出版のほうが分かりやすいと思いました。 

 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 「生活」については、日本文教出版株式会社の『わたしとせいかつ』が最適であるとい

うご意見が多いと思います。この教科書を採択することにご異議ございませんか。 
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【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、「生活」の教科用図書につきまし

ては、日本文教出版株式会社の『わたしとせいかつ』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、種目「音楽」について審議いたします。靍原課長より、答申の

「音楽」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「音楽」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい音楽』（東京書籍株式会社）につきましては、「題材は、歌唱、器

楽、鑑賞、音楽づくり、身体表現、創作、そして、文化としての音楽理解等、指導要領の

範囲から、偏りなく選択されており、バランスが良い。 

 また、題材構成部分には、「学習目標」、「学習手順」、「目標に準じた評価」が文字

で明確に示されており、これらを活用した確実な学習指導が可能となることにより、児童

がコミュニケーションを図りながら、音楽活動の基礎的な能力が十分に培われるようにな

っている。」 

 「我が国と関係の深い近隣諸国の音楽を紹介することで、国際理解との関連もふまえて

配慮されている。平和、障がい者楽団の曲を紹介するなど配慮されている。 

 また、偏見のない世界を歌った「小さな世界」を全学年で紹介している。」 

 「学年をおっての活動の発展性、系統性がよく、また、全学年を通して、柱数が８つに

統一されて一貫性があり、学習の系統を見渡すことができるようにされている。」 

 「「共通事項」の内容は各学年各題材において適切に設定され、３年から６年の巻末に

折り込みページにまとめて掲載するなど、表現及び鑑賞の各活動と関連づけられ、学習活

動が効果的に進められる配慮がされている。」 

 「歌唱、器楽ともに基礎的内容が系統的・発展的に提示されている。また、音楽づくり

に関する題材を設け、身の回りの音に気づいて即興的に表現したり、音を音楽に構成した

りしながら、音楽の仕組みを生かした活動ができるように配慮されている。また、児童の

実際の過程での取り組み事例、作品事例がサンプルとして掲載されており、児童が活動の

指針を得やすい。」 

 「曲を鑑賞し、児童が感じたことを音楽的根拠に基づいて、発表やカードに書いて表現

する場面が設定されている。また、自分の感じたことを言語化させるワークシートがある

ので、児童が活動の指針を得やすい。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『小学音楽 音楽のおくりもの』（教育出版株式会社）につきましては、「低・

中・高の各学年の目標及び内容を踏まえて精選された題材と内容になっている。音楽科の

目標を達成するという観点から適切なものとなっている。 

 また、各学年に応じた適切な教材が用意されている。また、基礎・基本の定着を図る主

要部分と選択可能な部分を設定し、児童の実態に応じて、弾力的に扱えるよう工夫されて

いる。」 
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 「選曲・歌詞は人権を尊重する観点から適切である。写真・さし絵は、性差を感じさせ

ることもなく人権を尊重する観点から適切な配慮がされている。 

 また、世界の音楽文化を扱った教材などが、数多く盛り込まれている。」 

 「各ページ左上には、題材や活動内容が示されており、右上には、各学年各題材におい

て、共通事項を関連付けてまとめてあり、児童が興味や関心をもって学習できるよう配慮

されている。 

 また、各学年の学習を積み重ねることで、基礎・基本や音楽的な能力が定着できるよう

に配列されている。」 

 「巻末には、各学年で学習すべき内容が「音楽のもと」としてまとめられているのが特

徴的である。また、リコーダーの指使い・音符や休符などが巻末に見開きの大きな紙面と

なってまとめられており、学習を進めながら確認することができ、わかりやすい。さらに、

書き込みができるページが設けられており、楽曲について気づいたことや、感じとったこ

とについて、自分の音楽体験を振り返ったりできる扱いがされている。」 

 「高学年では、和楽器の演奏方法などが具体的に示され、児童が興味をもって取り組め

る内容となっている。 

 また、世代を超えて受け継がれてきた曲が各学年にあり、音楽を通して日本の心を育て共有

できる内容となっている。「にっぽんのうた・みんなのうた」としてまとめられている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 最後に、『小学生の音楽』（株式会社教育芸術社）につきましては、「指導の重点をふ

まえ６年間を通して系統的に学習できるように構成されている。歌唱・器楽・音楽づく

り・鑑賞の内容のバランスがよく、各ページの左に題材名が示され題材や教材のねらいが

明確である。 

 また、「共通事項」は、確実に身につけていくことができるように、さまざまな場面で

繰り返し提示され、すべての音楽活動を通じて学習できるように配慮されている。」 

 「国際理解という視点から日本およびアジアの近隣諸国、世界のさまざまな音楽を取り

上げ、それぞれの文化の一端にふれられるように配慮されている。 

 また、道徳に関連した曲をこころのノートより紹介したり、環境保護に関連した曲も取

り上げたりしている。」 

 「曲と曲の対比や関連付けが工夫されている。一つの曲の学習が次の学習に繋がるよう

に工夫されているので、題材ごとの学習にまとまりがあり、学習の流れがよい。 

 また、「共通事項」の内容が各題材において適切に設定され、表現活動と鑑賞活動に関

連づけられているので、効果的に学習活動をすることができるように配慮されている。」 

 「３年生以上の巻末にある「鑑賞資料」の写真や説明が、わかりやすく整理されていて

見やすい。教科書の最後には、リコーダーの運指表やいろいろな記号の一覧がまとまって

おり、学習の振り返りをすることができる。 

 また、鑑賞教材の説明・取り上げ方がよく、音楽を絵や図で表し視覚化しているので楽

曲が理解しやすく分かりやすい。また鑑賞活動の学習で身に付けたことが表現活動に生か

すことができるように配慮されている。」 

 「「音楽づくり」を通して、児童の感性を揺り動かし、思考力・判断力・表現力・創造
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力を育てることができるような内容となっている。 

 また、全学年にある「物語と音楽」が、児童の総合的な表現活動の育成に役立つ。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「音楽」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

 

【中原教育長】 音楽の教科書に載せられている歌で、意味が分かりづらい歌でも訳語が

ないことがあります。教育芸術社の６年生の３３ページに隅田川の「花」が出ていますが、

訳語が書いてあり、情景理解をきちんとした上で歌を歌わせようというように、細かいと

ころに配慮していると思いました。 

 新しい教育課程で日本の伝統文化を大切にしていこうということで、郷土の民謡や郷土

の音楽を扱うことによって、郷土愛をしっかり身につけさせようとしているのが感じられ

ます。今まで、かつての唱歌と呼ばれる歌が減らされていった経緯もありますが、いいも

のが残っていますので、心の歌として、人を思いやったりすることが感じられる教科書だ

と思いました。 

 また、吹き出しを用いてポイントを説明しているのは、小学生には分かりやすいと思い

ました。 

 郷土や日本の文化といったところと、細かいところに配慮しているところから、教育芸

術社がいいのではないかと思っています。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 各教科書を見ると、どの教科書も限られた時間の中で効率よ

く学習できるように十分に配慮されていると感じましたし、各学年の目標や内容が十分に

捉えられるように適切な教材が選ばれていると思いました。また、図画や写真、カットや

レイアウト等も、どれも皆工夫されていました。 

 私は、中学校への系統性を示しているか、また低学年においては幼稚園とのつながりは

どうなのかというところをいつも最終のポイントにしていますので、そういったことから

総合的に判断すれば、教育芸術社を挙げたいと思います。 

 

【山本委員】 私も、どの教科書もすごく分かりやすくていいと思ったのですが、その中

でも、教育芸術社は楽譜が大きくて分かりやすいと思いました。写真も無駄に多くなく、

音楽というものを重点に捉えているところがいいと思いました。 

 

【安藤委員】 子どもの教育の中で、音楽というものにどのようにアプローチしているか、

授業数が少ない中でどのように効率よく配置しているか、そして、どのように子どもたち

に伝えていくかということがポイントだと思います。 

 全部の教科書を端から端まで見ましたが、教育出版も決して悪くないと思います。内容

においても、「注目させたい」という意図がはっきりしていて、例えば、６年生には「ヨ
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ーヨーマ」が出てきたり、５年生には小澤征爾さんといった「時の人」をクローズアップ

したりして教科書を見させるような工夫がありました。ただ、やはり教科書というのは一

貫したものとして長いスパンの中で捉えていくものではないかと思います。そういう意味

では、教育出版の場合、ポイントを押さえようとするがために、却って流れが悪くなって

いるように思いました。 

 教育芸術社は、まず非常にいいと思ったのは、楽譜をできるだけ表に出さないようにし

ているというということです。子どもたちにとって音楽が親しみやすくなるように、最初

は楽譜を小さく載せて、文字と考え方を表に出しています。それから徐々に大きくするよ

うに工夫されています。 

 リコーダーについても決して慌てずに、６年間の間で少しずつポイントを押さえて示し

ていっています。確かに後ろに全部が書いてありますが、最初はポイントしか書いていな

いので、子どもにとってはたくさんのことを覚えなくても身につくということが非常に上

手く取り上げられていると思いました。 

 また、６年間を通して、人権や国際理解に関しても、また鑑賞の資料、説明、写真など

もすごく分かりやすく掲載していると思います。 

 子どもの感性を元にしながら、考え方・判断力・表現力を育てていこうというポイント

がきちんと入っているように捉えました。 

 先程もご意見がありましたが、歌詞の意味は非常に大事だと思います。これはどの出版

社も大事に取り上げていますが、物語と音楽、言葉と音楽、そして文字の力、背景、配慮

といったものが、子どもたちの人間形成につながっていくと思いました。 

 

【篠原委員長】 音楽は、もちろん情操教育に非常に役立ちますし、いわゆる「癒し」に

もなると思います。 

 私は、鑑賞ということも１つの大きな要素だと思いますが、小学校での音楽鑑賞はどの

ような扱いになっているのか、少し教えていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 小学校におきましては、低学年の１・２年生では、落ちついて音楽鑑

賞をするよりも、音を通じて体を動かすという体感を通じて自然と音に親しむということ

が中心になっております。具体的には、運動会や学校での音楽会に向けて曲を聞いて、

色々と覚えていくというのが鑑賞になるかと思います。 

 ですから、歴史のある音楽や日本の唱歌を鑑賞するのは、やはり高学年が中心になると

思っております。 

 ただ、学習指導要領には当然唱歌の扱いも明確に示されており、各教科書にはそれぞれ

共通の題材として、唱歌も決められたものが載せられております。 

 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。 

 「音楽」につきましては、株式会社教育芸術社の『小学生の音楽』が最適であるという

意見が多いと思いますが、この教科書を採択することにご異議ございませんか。 
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【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、「音楽」の教科用図書につきまし

ては、株式会社教育芸術社の『小学生の音楽』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に種目「図画工作」について審議いたします。靍原課長よ

り、答申の「図画工作」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「図画工作」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい図工』（東京書籍株式会社）につきましては、「いろいろな身近な

材料を取り扱い、児童たちが楽しんで、豊かに表現するようにしている。」 

 「外国の友だちの作品を掲載している。世界とのつながりを感じられる記載となってい

る。また、自画像や夢、希望を作品で表現し、自己を大切にしていこうとする扱いがみら

れる。多様な発想を互いに認めることの出来るような内容である。」 

 「組織・配列・分量については、適切な配列がなされている。」 

 「多くの作品を例示して、児童たちが創作意欲を掻き立て、やってみたいと思わせるよ

うな表示の仕方を行っている。 

 また、「チャレンジ広場」「みんなの道具箱」と題して工作のヒントや絵画の技法等を

紹介し、興味関心を高めるための工夫を行っている。」 

 「最初にめあての記述があり、児童が意欲を持って学習に臨めるような構成になってい

る。また、協力して作業をしている写真を多く活用し、コミュニケーションを高めるよう

な構成である。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『図画工作』（開隆堂出版株式会社）につきましては、「目標、内容にそって適

切に配列されている。」 

 「わたしのお気に入りの場所等の単元があり、自らを大切に思うような教材の掲載をし

ている。また、外国の友だちの作品を掲載するなど、世界とのつながりを感じられる記載

となっている。」 

 「用具の使い方のページが見やすく、注意喚起することも分かりやすく掲載されている。」 

 「絵画、工作と表現を順序良く掲載しており、学習計画の構成がしやすくできている。」 

 「それぞれの学習にふりかえりの項目があり、自らの学習の様子を見直すための工夫が

されている。また、具体的な作り方が表示されており、苦手な児童が自ら作ろうとする意

欲を高めるような工夫がされている。」 

 「鑑賞した友だちの意見を数種類載せており、児童達がお互いに自分の意見を出しやす

くなるような掲載の仕方をしている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、より適切な教科書

であると思われる。」 

 最後に、『図画工作』（日本文教出版株式会社）につきましては、「児童が興味を持っ

て、やってみたい、作ってみたいと思われるような教材をページごとにまとめて載せ、作
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る時のポイントについても掲載している。 

また、学年に応じた内容で取り扱いやすい配置がされている。」 

 「外国の友だちの絵を掲載し、世界とのつながりを感じられる記載となっている。また、

ユニバーサルデザイン等を表示して、人権への配慮が分かりやすい例を紹介している。外

国の作品、児童の作品等が多く掲載されており、また自然にも目を向けさせ、身近なもの

に気付いていかせる工夫がされている。」 

 「授業時数に無理なく配列され、適切に配置されている。」 

 「教科書の始めにいろいろな線や形を表示するなど様々な表現を紹介して児童の発想に

ヒントを与えるような構成で編集されている。また、はさみの持ち方等道具の使い方、注

意について載せており、自ら学習を進める際の参考になる。」 

 「ふき出しを活用して児童の創作意欲を高め、自ら作っていこうとする態度を育成しやす

いような工夫がされている。また、インターネットの注意事項について掲載されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「図画工作」について、選定委員会の主な意見等の説明があり

ましたが、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 図画工作ということで、「描くこと」と「作っていくこと」の両面性があ

ると思います。 

他の出版社も同じように捉えていますが、特に開隆堂出版は、例えば１・２年生のカッ

ターナイフ、３・４年生の金槌・玄翁
げんのう

・釘といった危険な道具の使い方をきちんと捉えて

いると思いました。 

 日本文教出版は、「描くこと」に関し、考え方、色、形、また例えばゴムを使ったり、

紙で作っていったりするといったアプローチの仕方を非常に工夫していると思いました。

また、５・６年生では、他の教科書も「風神雷神図」を取り上げていますが、日本文教出

版の取り上げ方は興味を引かれました。他にも、「よく見てみると」という項目を設けて

いるなどの工夫もありますし、電動のこぎりを使ったアートで、それを子どもたちが学校

や地域で飾るという日本的なつながりの中でのアートの表現ということが取り上げられて

いるのが興味深いと思いました。 

 

【中原教育長】 以前は、大人の作品を載せて参考にすることもありましたが、子どもの

作品を載せて、子どもたちが実際に作っていくという進め方が前に出ているように感じま

した。 

 東京書籍は、「チャレンジ広場」と「みんなの道具箱」の中で、工作のヒントや絵画の

技法を紹介して興味・関心を高める方法をとっていると思いました。 

他の教科書もそうですが、開隆堂出版は、外国の作品や外国の同年代の子どもたちの作

品を示して世界とのつながりを感じさせるというように、人権の扱いについてもいろんな

配慮をしていると思いました。また、学習のふり返りの項目で自分の学習の内容を再度見
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直して、苦手な子どもたちも自分から作っていこうという意欲を持たせるような工夫を感

じました。 

 日本文教出版は、「やってみたい」と思うようなものをページごとにまとめて、それを

作るには「こういうところに注意しながらすればいいよ」というポイントが掲載されてい

るところもありましたし、「気をつけよう」「片づけ」「ふり返り」と明記することで、

安全面や身の回りの片付けも含めて指導しようとしているのがいいと思いました。 

また、最近は教科横断的な取組みもありますので、生活科や理科に広がりを持たせるよ

うな横断的な学習ができるように、その表現を通じて自分の生活に生かしていこうという

工夫が感じられました。上手く構成していて、「やってみたい」「作ってみたい」という

意欲がかきたてられるように思いました。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 図画工作の教科書は、工作の授業の中に教科書が十分に溶け

出していくような教科書がいいのではないかと考えます。特に問題解決学習では、正しい

答えを求めれば求めるほど、それは１つではなく無数に出てくるということが図工や美術

の大事なポイントであります。そうなると、１つの表現活動の過程を通して、発想や構想

をどのように導き出していくかという過程を大事に見ていかなければならないと思います。

そのようなポイントを大事にして各教科書を見ました。 

日本文教出版は、創作活動の過程で発揮された能力や作品を制作の目的ではなく、大切

にして取り上げている点は、評価すべきではないかと思いました。特に、中学校へのプロ

ローグという捉え方が日本文教出版には出ていたと思います。その点では開隆堂出版は、

中学校へ続くという捉え方ではなく、完結という捉え方ではないかと思いました。 

 また、少し気になったのが、開隆堂出版の３・４年生の下巻です。３６ページに「顔が

くるっと回るようにするには」とあって、そこで目打ちを顔の真ん中に突き刺している図

版があります。普通、写真等であっても顔の真ん中を刺したりはしないと思いますので、

作品の中で顔に目打ちを立てていることは、少し気にかかりました。 

 総合的に見てどの教科書もいいと思いましたが、子どもたちの表現活動の過程を大事に

するという意味で考えるならば、日本文教出版を採りたいと思っております。 

 

【山本委員】 どの教科書もすごく自然を大切にして表現していて、自然の中で図工のこ

とを勉強できればいいのではないかということをアピールしていると思います。特に日本

文教出版は、落ち葉やどんぐり等で顔を作るなど、想像力が増すようなところが多かった

と思います。 

また、複数の子どもたちが共同作業で色々なものを作る作業の中で喜びを共有するとい

うことも、他の教科書にもありますが、特に日本文教出版では多かったと思います。新聞

や段ボールなど日常的なものも使いながら、上手く表現している内容が多かったと思いま

した。 

 

【篠原委員長】 それでは、他にご意見もないようですので、採決に移りたいと思います。 

 「図画工作」については、日本文教出版株式会社の『図画工作』が最適であるというご

意見が多いと思いますが、この教科書を採択することにご異議ございませんか。 
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【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、「図画工作」の教科用図書につき

ましては、日本文教出版株式会社の『図画工作』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、次に種目「家庭」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「家庭」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「家庭」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい家庭』（東京書籍株式会社）につきましては、「「見つめよう 家

庭生活」では、家庭の仕事調べの表を例示したり、「家族のために」というキーワードを

用いながら、お茶の入れ方、包丁の使い方、さいほう道具の使い方などの学習を進めたり

することで、家庭生活を大切にする心情を育成し、家族の一員として生活をより良くしよ

うとする実践的な態度を育てるよう配慮されている。 

 また、単元の始めの写真やさし絵から自分の生活をふり返り、課題を見つけ、それを解

決しようとする問題解決的な学習を生かして、生活をより良くしようとする実践的な態度

を育てるよう工夫されている。」 

 「「家庭科の学習を始めよう」のさし絵の中で、高齢者、乳幼児、障がい者、外国人な

どのいろいろな立場の人々を描くことで、身近な人々とのかかわりについて考えることが

できるよう配慮されている。男の子ふたり、女の子ふたりのイラストが「家庭科の学習を

始めよう」のページで紹介されているが、男女とも「さん」づけになっており、男女平等

の配慮がされている。」 

 「５年生では「できる自分になっていこう」、６年生では「工夫して、たのもしい自分

になっていこう」という目標を明示し、系統的に学習できるよう配列されている。また、

学年終了時の「これまでの学習をふり返ろう」というチェックシートは登山している例に

なぞられており、目標に向かって自己評価できるよう工夫されている。巻末には中学校で

の目標の「自立した自分」を記載し、中学校技術・家庭科への円滑な接続について配慮さ

れている。」 

 「単元の最初に学習のめあてを設定し、児童の主体的な学習が促されるよう工夫されて

いる。 

 また、日常生活に生かすための課題例、実践をまとめるための参考例を「自由研究例」

として提示しており、主体的に学習できるよう工夫されている。特に「わたしの師走大作

戦」は、季節に合ったタイムリーな課題で、児童の意欲を高めるよう工夫されている。」 

 「「食育｣・｢環境」がチェックシートという形で取り上げられており、児童が自分自身

を振り返ることができるよう工夫されている。また、５年生の初めと終わり、６年生の終

わりと３回チェックできるように項目を設け、継続的に自己評価ができるよう工夫されて

いる。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書

であると思われる。」 
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 次に、『小学校わたしたちの家庭科』（開隆堂出版株式会社）につきましては、「巻頭

の「さあ、家庭科を学びましょう」の中で、家族や周囲の人たちに支えられて成長してき

たことを明記し、「見つめてみよう わたしと家族の生活」「できるようになったかな 

家庭の仕事」「家族と ほっとタイム」の単元で、家庭生活を大切にする心情を育成し、

家族の一員として生活をより良くしようとする実践的な態度を育てるよう配慮されている。 

 また、「調べよう」「考えよう」「話し合おう」「ふり返ろう 生かそう」などの標記

で日常生活の中から課題を投げかけることで、問題解決的な学習を進め、学習したことを

生かして生活をより良くしようとする実践的な態度を育てる内容となっている。」 

 「「考えよう これからの生活」では、地域社会に目を向け、いろいろな立場の人々を取

り上げながら、地域の人たちとのかかわりについて振り返り、地域社会の一員としての自覚

を持ち、互いに協力して生活をより良くしようとする実践的態度が育つよう配慮されている。 

 また、写真やさし絵などにより、男女が協力し家庭生活を築いていく力が育つよう配慮

されている。」 

 「「はじめてみよう ソーイング」では、ネームプレートからいろいろな小物作りまで

と、平易なものから難しいものへと段階的に取り組めるよう配列されている。 

 また、巻末に「成長したわたしたち」を設定し、中学校技術・家庭科への接続の意識づ

けとなっている。」 

 「実習、調べ学習、話し合い活動などが豊富に設定されている。教科書に直接書き込め

るワークシートも多く、言語活動の充実につながるよう工夫されている。」 

 「「環境」マークを設け、環境を考えたあとかたづけの方法やごみや不用品を少なくす

る工夫など、すべての学習内容の中で環境に配慮した生活の実践を促すような内容になっ

ている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「家庭」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 東京書籍も開隆堂出版も食育や環境をとても重視しており、最初に食育と

環境のチェックシートが載っているのはすごく分かりやすくて、買い物にマイバッグを持

っていくなど、エコのことも考えているところは共通してよかったと思いました。掃除や

身の回りのことも、共通して載っていたと思います。また家庭や家族の関わり方も丁寧に

書いていると思います。特に東京書籍は、ミシンの使い方や手縫いの方法がクローズアッ

プして丁寧に書いてあったと思います。 

 ただ、細かい点で言えば、栄養素については食育には大事なことだと思いますが、これ

は東京書籍のほうが見やすいと思います。載っているメニューも、どちらも同じようなメ

ニューですが、そのメニューには各栄養素が全て含まれていることも載っていますので、

それからすると東京書籍のほうがより分かりやすくなっていると思いました。 
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【中原教育長】 家庭科では、子どもたちを実生活の中で自立させていくということが中

心になるわけですが、東京書籍の「まかせてね 今日の食事」というフレーズが、子ども

たちが自分で１日分の食事を作ろうとする意欲を湧き立てるような、家族の一員として自

立していくためのものだと思いました。「生活を改善していこう」「少しでも変えていこ

う」というコンセプトが教科書の中に感じられて、いいと思いました。 

写真もたくさん載っていますし、いい家庭や、いい友達関係を作っていこうという意欲

が見られたという点で、東京書籍がいいと思います。 

 

【安藤委員】 開隆堂出版は、全体的に非常に工夫されていて、例えばガスコンロの使い

方や家の中の片付けの考え方、また料理に関しても食品チェックやエコライフなどをきち

んと捉えていると思いました。また、家族で一緒に食事をしていくという考え方を訴えて

いることには非常に共感しました。また、いろんな問題を提示しながら、考える時間を与

えているところも非常にいいと思いました。 

ただ、教科書ということを考えると、系統的に作られているというところでは東京書籍

のほうがいいと思いました。中でも、道具類をまとめて説明・紹介しているところや、

「まかせてね 今日の食事」という自発的な考え方で子どもたちの自発性をきちんと捉え

ているところは、いいと思いました。ご飯とみそ汁を作るといったこともいろんな方向か

ら捉えられているので、教科書としては東京書籍のほうが勧められると思います。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 作業をいかに安全に進めていくかという安全性についてはど

うなのか、また図表やイラストはどうなのかということで見ていくと、両教科書とも大変

適切に配慮されていました。身の回りの問題との関わりや関連づけはどうかというと、こ

れも身の回りのことに関連づくように両教科書とも配慮されています。 

ただ、強いて挙げるとすれば、東京書籍のほうが、家族とともに家庭の絆を大事にして

いくように受け止められると思いましたので、東京書籍を挙げたいと思います。 

 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 「家庭」については、東京書籍株式会社の『新しい家庭』が最適であるというご意見が

多いと思いますが、この教科書を採択す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、「家庭」の教科用図書につきまし

ては、東京書籍株式会社の『新しい家庭』を採択することが適当と決しました。 

 

【篠原委員長】 それでは、引き続き「保健」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「保健」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、「保健」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新しい保健』（東京書籍株式会社）につきましては、「「かつよう」や
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「考えてみよう」「話し合ってみよう」の欄を設けるなど、多様な学習内容を取り入れて

おり、健康な生活を送るための資質や能力が培われるように工夫されている。」 

 「外国人や高齢者、障がい者などが男女仲良く遊んでいる様子などを取り上げた挿し絵や写

真などを扱っており、一人ひとりの違いを認めるように、配慮された内容になっている。」 

 「他学年や他教科とのつながりを分かりやすくするために、「つなげよう」を設け、活

動が効果的に進められるように配列されている。」 

 「教科書に出てくるマークが豊富にあり、児童の学習意欲を高め、主体的に取り組める

ように工夫されている。」 

 「書き込み欄が多く、基礎的・基本的な教育内容の定着のために工夫され、問題解決学

習に取り組みやすい内容になっている。」 

 次に、『たのしい保健』（大日本図書株式会社）につきましては、「各単元に自分なり

の表現を取り入れながら学習するようになっており、興味・関心を持ちやすいように配慮

されている。ゲームやロールプレイを取り入れ、興味関心を高め、理解したことを生かせ

るように配慮されている。」 

 「男女が同等に、かつ同程度記述されており、一人ひとりの違いが認められるよう配慮

されたものになっている。発育に対しての個人差が当たり前だと理解できるように、「保

健室の先生」の言葉やグラフを効果的に記載している。」 

 「児童の発達段階に応じた資料となっており、図を見ながら考えて深めていくように工

夫されている。」 

 「小単元が、見開きのページとなっており、学習に取り組みやすいように配慮されている。」 

 「単元のはじめの「話し合ってみよう」を設け、児童が主体的に学習に取り組めるよう

になっている。また、「やってみよう」で自分に置き換えて学習内容が深められるように

工夫されている。」 

 次に、『わたしたちの保健』（株式会社文教社）につきましては、「児童が理解するた

めの、絵やイラストが豊富で、警察官の言葉や看護士のことばがあり、主体的な内容を促

す内容となっている。また、児童が課題に興味をもちやすく、コミュニケーションをとっ

て活発に意見の交換ができるように工夫されている。」 

 「男女ともに医師として活動している様子や男女が仲良く遊んでいる写真やさし絵を扱

っており、一人ひとりの違いを認めるように配慮されている。」 

 「学習指導を有効に進めるように配慮されており会話形式で本文を進めるなど、系統的

に配列されている。」 

 「各単元において、問題解決学習や体験学習に対応できるように工夫されている。また、

顔の中にイラストや文字を用いて虫歯や歯周病の説明をするなど、児童の興味・関心を高

めるように工夫されている。」 

 「学習内容を身近にとらえられることができるような資料を用い、児童が興味・関心を

持ち、主体的に課題解決できるように工夫されている。」 

 「以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、適切な教科書であ

ると思われる。」 

 次に、『新版 小学保健』（株式会社光文書院）につきましては、「健康・安全につい

ての基礎的・基本的な内容が確実に身に付くよう配慮されている。また、身近な生活場面
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から問題意識が生まれるよう工夫し、課題解決に向かう動機付けが図られるよう配慮され

ている。」 

 「発育のしかたについてのグラフ、絵、思春期の体や心の変化に関する児童の作文を資

料として扱うなど、一人ひとりの違いを認めるよう配慮されている。」 

 「「課題の提示→学習活動・資料→まとめ」で構成され、学習の見通しが持てるよう配

慮されている。」 

 「大切なところが太字で表されていたり、挿絵・図表・写真等を各ページの中心に配置

するなど、視覚的に理解できるよう工夫されている。」 

 「「犯罪被害の防止」「生活習慣の確立」等、最新の社会問題を取り上げ、今日的な課

題について配慮されている。」 

 「調査員から「みんなの保健 株式会社学研教育みらい」の教科用図書が最も適切であ

ると報告を受けたが、選定委員会では、以上の点や本市教育の特色、児童の実態を総合的

に勘案した結果、「新版 小学保健 株式会社光文書院」が最も適切な教科書であると思

われる。」 

 最後に、『みんなの保健』（株式会社学研教育みらい）につきましては、「学年が上が

るに応じて字の大きさを変化させたり、内容をはっきりと理解させるために漢字にふりが

なをふったりするなど、学年の心身の発達段階に適応できるようになっている。課題を明

確に提示し、学習目標をはっきりさせて、内容が理解しやすいように工夫されている。」 

 「男女が同等に、同量に記述されており、また、障がい者に対する配慮も含まれている。

個人差のグラフ、体の変化などの絵や作文があり、発育に対しての個々の違いを認めるよ

うな配慮がされている。」 

 「学習を有効に進められるように、必要に応じてくり返し記述し、学年ごとの学習内容

を目次で提示しており、学習活動が系統的に配列されている。」 

 「「自分なら～」と、自分に置き換えて考えることができるように配慮されている。 

 また、スクールカウンセラーの話の例など多方面からの助言があることで、幅広い学習

ができるように配慮されている。」 

 「「したいこと」、「思うこと」を記入し話し合うことでコミュニケーション能力を育

成し、問題解決的学習ができるようによく配慮されている。」 

 「調査員から、学研教育みらいの教科用図書が最も適切であると報告を受けたが、選定

委員会では、本市教育の特色、児童の実態を総合的に勘案した結果、より適切な教科書で

あると思われる。」 

 以上です。 

 

【篠原委員長】 ただいま「保健」について、選定委員会での主な意見等の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 この保健体育も、それぞれの良さがあって非常に悩みました。 

ただ、例えば東京書籍は、よい環境ということについて、子どもたちが見ることを考え

ると、もう少し身近なものとして捉えたほうがよかったと思います。それから、５・６年

生の「けがの防止」のところも、手当についてもう少し親切に記載したほうがいいと思い
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ました。また、警視庁の「いかのおすし」という項目や、文科省の「五つのやくそく」と

いう項目に関しても、こういう形で取り上げることは疑問に思いました。 

 大日本図書も、親切なのですが、もう少し詳しく書かれていればいいと思いました。 

 光文書院は、学習課題と活動資料、そしてまとめという流れが上手に捉えられているよ

うに思いました。また、エイズの問題や３・４年生の個性の成長、たばこ、お酒と肺との

関係などで、子どもたちのより身近な考え方をきちんと訴えているように思います。また、

大切な用語は太字で示していますし、社会問題も十分に表現されていると思いました。 

 

【中原教育長】 安全な生活を送るということから、健康な生活やけがの処理の仕方など

基本的なことをきちんと押さえているかということ、酒・たばこや薬物のこと、いじめ等

の人権のこと、それからもう１つ、思春期に体と心のアンバランスが出てきたりすること

についても学習していく必要があります。 

その中で、ストレスについてもきちんと書き込んでいて、またしっかりと自分を見つめ

ながら、相手を意識して、相手のよさを見つけ出していこうということで、思春期の難し

さにどのように対処していくかという点が、光文書院には見られました。不安や悩みにし

ろ、けがにしろ、あるということは当然想定しなければならないので、それに対してどの

ように対処していくのか、もしくはそれを回避するためにはどうしたらいいのかというこ

とがしっかりと書かれていると思いました。 

 

【山本委員】 私は、まず教科書が薄いと思いました。それぞれすごくまとまっているの

ですが、心の健康といった問題を扱っている教科書が少ないように思います。 

その中で、光文書院がエイズのことやお酒の害のこと、またインフルエンザといったこ

とをクローズアップして書いているところは、見やすいと思いました。ただ、保健ですの

で心の健康面などももう少し詳しく載せたほうがよかったとは思いました。 

 

【篠原委員長】 調査員からは学研教育みらいのほうがいいという報告が出たようですが、

それについて何かコメントはありますか。 

 

【靍原指導課長】 調査員からは学研教育みらいのほうがより優れているのではないかと

いう報告がありましたので、選定委員会でも慎重に、時間をとって審議されました。 

 まず、人権的な視点で保健を見た場合に、とりわけ最近の大きな課題としてエイズ問題等

をどのような形で子どもに触れさせるかというのは非常に大事な視点であるという意見があ

り、それについて、学研教育みらいを中心に、他社の教科書の扱い方も論議されました。 

 小学生という発達段階で、保健の教科書からエイズを学ぶにあたってどの教科書が最も

分かりやすいかという論議がなされたときに、光文書院のほうがより優れているのではな

いかという意見が大勢を占めました。 

 次に、保健の時間数のことで、３・４年生では２年間で８時間程度、５・６年生では１

６時間程度と決められていますので、例えば６年生では学期に２時間程度の時間をとるこ

とが基本になります。そのような中で、発達の著しい高学年の個人差のことをどれだけ保

健の教科書で学習できるのかという視点で論議がなされたときに、自分と他人とは違って、
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１人ひとりそれぞれの成長があっていいということを見た場合も、光文書院の記述が丁寧

で分かりやすいのではないかという意見が出ておりました。 

 最後に、薬物やたばこ、アルコール等が喫緊の課題になっておりますが、その記述につ

いても、光文書院のほうが丁寧に取り扱われているのではないかという意見が出まして、

最終的に勘案された結果、答申の内容となった次第です。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 小学校３・４年生になると、異性についても関心が高いと思

います。そのような中で、各教科書を見ていくと、体の変化というところの捉え方が大き

く違います。特に学習指導要領に定められた内容については、自ら考えてすることができ

るように配慮されなければならない中で、この捉え方について選定委員会で議論があった

のかどうかを教えていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 自分の体について、子どもたちは非常に興味を持ちますし、逆に言う

と、興味を持つことで自分の体を大切にするということが保健の最初の目的ではないかと

いう論議も行われまして、そういう意味では各社とも、切り口は違いますが多くの紙面を

割いて掲載しているという意見は出ておりました。 

 ただ、子どもの発達段階でより読みやすい、あるいは理解しやすいということで、答申

のような内容になったということです。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 図版や写真、イラストについて、必要な内容を十分に配して

いることから考えれば、光文書院を勧めたいと思います。 

 

【篠原委員長】 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 「保健」については、株式会社光文書院の『新版 小学保健』が最適であるとの意見が

多いと思いますが、この教科書を採択す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、「保健」の教科用図書につきまし

ては、株式会社光文書院『新版 小学保健』を採択することが適当と決しました。 

 これで、八尾市立小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。 

 ここで、議事の都合により暫時休憩をとりたいと思います。再開は、午後３時といたし

ますので、よろしくお願いします。 

 

（休 憩） 

 

【篠原委員長】 それでは、休憩前に引き続き、会議を行いたいと思います。 

 これで、八尾市立小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

したが、ここで改めて、この度採択することになりました教科用図書名と出版社名を読み
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上げて確認したいと思います。 

 まず、国語は光村図書出版株式会社の『国語』、書写は株式会社三省堂の『小学生の書

写』、社会は光村図書出版株式会社の『社会』、地図は株式会社帝国書院の『楽しく学ぶ

小学生の地図帳 最新版』、算数は東京書籍株式会社の『新しい算数』、理科は株式会社

新興出版社啓林館の『わくわく理科』、生活は日本文教出版株式会社の『わたしとせいか

つ』、音楽は株式会社教育芸術社の『小学生の音楽』、図工は日本文教出版株式会社の

『図画工作』、家庭は東京書籍株式会社の『新しい家庭』、保健は株式会社光文書院の

『新版 小学保健』、以上のように決しましたが、よろしいでしょうか。 

 

【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、議案第２１号「平成２３年度八尾

市立小学校教科用図書の採択に関する件」については、以上のとおり決しました。 

 

【篠原委員長】 次に、議案第２２号「平成２３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。提案理由を露原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２２号「平成２３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。 

 提案の理由としましては、教科書が主たる教材として、学校教育において重要な役割を

果たしていることに鑑み、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

行われる必要がございます。 

 その点につきましては、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。」

と規定されております。 

 また、期間につきましては、同施行令第１４条第１項において、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、別紙の中学校用図書を平成２３年度八尾市立中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申し上げ

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、中学校用図書については

採択替えの年には当たっていないことから、平成２２年度と同じ教科書を採択すると定め

られているということですか。 

 

【靍原指導課長】 おっしゃるとおりで、例えば採択した教科用図書の発行が行われない

こととなった場合など政令及び文部科学省令で定められた場合を除き、平成２２年度と同
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一の教科書を採択しなければならないということです。 

また、学校現場等々からも、採択していただいた教科書について、不備があるとか、あ

るいは支障を来しているという報告は当課には寄せられておりませんので、その点もご了

承いただきたいと思います。 

 

【篠原委員長】 委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 特にないようですので、採決に移らせていただきます。議案第２２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２２号「平成２３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２３号「視覚に障がいのある生徒に対する「点字教科書」

の採択に関する件」について審議いたします。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２３号「視覚に障がいの

ある生徒に対する「点字教科書」の採択に関する件」につい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。 

 提案の理由としましては、現在、市内の小学校に全盲の児童が在籍しており、中学校に

進学することに伴い点字教科書が必要となることから、国並びに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。別紙資料をご覧願います。 

 表に載せておりますのが点字教科書です。国語で申しますと、光村図書が本市の採択した

もので、中学校国語の光村図書版は文部科学省が点字教科書を発行しておりますので、「著

作権等」の欄には「（文部科学省）」と記載しております。しかし、社会の地理は文部科学

省では発行しておらず、著作権等が日本ライトハウス盲人情報文化センターとなりますので、

そちらに依頼して作成していただくことになります。 

 なお、書写と美術は空欄になっておりますが、書写、美術とも写真やイラスト等が多く、

文字を点字で訳すことが有効ではないと考えております。書写、美術等につきましては、

立体プリンター等が学校にありますので、それを活用しながら、触って分かる形で理解し

ていくほうがより有効であるということで、適宜、教材に直していくように考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

【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きておりま

すが、委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 特にないようですので、採決に移らせていただきます。議案第２３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。 
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【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２３号「視覚に障がいのあ

る生徒に対する「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。 

 さて、本日は、小学校、中学校及び点字教科書の採択を行いましたが、それぞれの教科

書が、児童・生徒の学習に効果的に使用されますようお願いしておきます。 

 

【篠原委員長】 以上で、本日の予定案件については終わりましたが、この際、委員の皆

様方から何かご発言はございませんでしょうか。 

 特にないようですので、以上をもちまして本日の臨時教育委員会を終了させていただき

ます。 

 なお、本日の署名委員を中原委員に指名したいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 


