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７月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年７月３０日（水） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百 瀨 委員長 

安 藤 委員長職務代理者 

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長・西村指導課指導主事・齊藤指導課指導主事 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより７月臨時教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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

たいと考えております。 

 なお、採択に関する教育委員会につきましては、公開で行うことを既に４月の定例教育

委員会において確認しておりますので、申し添えておきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

７月臨時会の議案 

議案第32号 

議案第33号 

議案第34号 

平成27年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

平成27年度使用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児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関す

る件 

 

【百瀨委員長】 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。 

 議案第３２号「平成２７年度使用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。提案理由を菊池課長より説明願います。 

 

【菊池指導課長】 ただいま議題となりました、議案第３２号「平成２７年度使用八尾市

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、次のとお

り委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、本年度は、八尾市立小学校教科用図書の採択替えの年になっ

ており、４月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
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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ございます。 

 つきましては、平成２７年度使用八尾市立小学校教科用図書を採択するにつき、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条に基づき、本案を提出する次第で

ございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 小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過について確認したいと思いますので、

説明をお願いします。 

 

【菊池指導課長】 それでは、選定委員会からの答申に至る経緯についてご説明申し上げ

ます。 

 まず、５月２３日（金）に、第１回選定委員会を開催いたしました。その中で、委員辞

令及び委嘱状を交付いたしまして、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、国や府からの通知、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の説明を行い、周知を図ったところでご

ざいます。 

 次に、７月７日（月）に、第２回選定委員会を開催いたしまして、午前から午後にわた

りまして、公正を確保した中で、静謐な環境のもと、国語から保健までの１１種目につい

て活発な審議が行われました。 

 教科書の検討につきましては、調査・研究を依頼しま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ました各学校からの意見、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

まして、答申の方向性につきましては、本市の子どもにとって適切な教科書であるかどう

かを答申することになり、その内容につきましては、本日配付させていただきました答申

にまとめられたところでございます。 

 なお、７月１５日（火）に、選定委員長より選定委員会としての答申を百瀨委員長に提

出していただいたところでございます。 

 以上が答申に至るまでの経緯でございます。 

 

【百瀨委員長】 公正をしっかりと確保されながら、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ということで、了解させていただきます。 

 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２２年

度のときの手順はどのような様子であったかを確認したいと思いますので、事務局から説

明をお願いします。 

 

【菊池指導課長】 平成２２年度の手順でございますが、「国語」から「保健」までの１

１種目について、答申に沿って審議が進められておりました。 
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 まず、事務局で種目ごとに答申に沿って説明させていただいた後、大阪府教育委員会か

らの資料、調査員、八尾市教育研究会、学校からの報告書、また、市民からの声も参考に

しながら、種目ごとに委員の皆様で審議をしていただいておりました。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、説明がございましたが、前回、平成２２年度のときは、選定

委員会からの答申をもとに、大阪府教育委員会からの調査報告書並びに調査員、教育研究

会、学校からの報告書、また、市民からの声も参考としながら、種目ごとに審議し、採択

したということでございます。 

 この件につきまして、委員の皆様方から何かご質問はございませんか。 

 

【御喜田委員】 調査員の方々や八尾市教育研究会の調査・研究期間について教えていた

だけますか。 

 

【菊池指導課長】 八尾市教育研究会での調査・研究期間につきましては、約３週間程度

を調査期間として、綿密な調査・研究が行われたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 調査員や市の教育研究会において十分な調査・研究期間を確保されなが

ら、綿密な調査・研究をしていただいたということで、了解させていただきます。 

  

【安藤委員長職務代理者】 市民の皆様からはどのような声が寄せられましたか。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 ただいまご質問いただきました、平成２６年度八尾

市教科書展示会についてご報告させていただきます。 

 本年度は、平成２７年度使用教科書の展示会を、法定展示期間前の６月２日（月）から

６月１２日（木）までの９日間、法定外展示として教育サポートセンターにおいて開催し

ました。また、法定展示会につきましては、６月１３日（金）から７月２日（水）までの

１４日間、教育サポートセンター及び志紀図書館において開催いたしました。 

 閲覧者数は、法定外展示会では４名、法定展示会では７０名、合わせて７４名の閲覧と

なっております。 

 閲覧者からいただいたご意見では、「現行のものよりイラスト、キャラクターなどが工

夫されていて、より子どもたちに親しみやすくつくられていると感じた。」、「写真や図、

絵を多彩に盛り込まれているのが見やすくて、子どもたちも理解しやすいように思っ

た。」、「私はもう学生ではないが、今の子どもたちがよりよい学習環境に身を置いてい

るのをうれしく思う。子どもたちが教科書を通して、学校、先生、友人と学ぶ中で、希望

の持てる人生を歩んでほしいと思った。」など、教科書を通して教育への思いを寄せられ

た方や、「各社の教科書の比較ができ、とても参考になった。毎年展示される教科書展示

会、いい展示会だと思う。」など、教科書展示会に関するご意見もあり、様々なご意見を

いただきました。 

 

【百瀨委員長】 ２カ所に設置していただいたということで、より多くの市民に見ていた
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だくことができたということで、確認させていただきました。 

 また、この間、委員の皆様方も、教育サポートセンターに行っていただき、教科書につ

いて事前の勉強をしていただいたと聞いておりますが、委員の皆様方、いかがでしたか。 

 

【木下委員】 私も教育サポートセンターに、全教科の教科書を見に行きました。そのと

きにも、市民の方とご一緒になることもありました。市民の方も熱心にいろいろな教科書

をご覧になっていました。私自身も全ての教科書を見せていただいて、いろいろと勉強さ

せていただきました。本日の会議のために努力できたと思います。 

 

【百瀨委員長】 私も、各社の教科書や答申をはじめ、関係資料を可能な限り見させてい

ただきました。また、この間、委員の皆様方とも教科書に関しての情報を共有してまいり

ましたので、本日は活発な議論をしてまいりたいと思います。 

 それでは、今後の審議の進め方でありますが、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、種目ごとに採択してまいりたいと考えております。 

委員の皆様方、ご異議ございませんか。 

 

【浦上教育長】 先ほど、教育サポートセンター所長から状況等の説明がありましたが、

法定外あるいは法定内の展示会に来られた方の数については、前回の小学校教科用図書の

採択替えの年と比較して、どのようになっていますか。 

 それと、市民の方々がどれだけ教科書に関する採択に関心を持っておられるのかという

ことを聞いておきたいと思います。 

 

【山本教育サポートセンター所長】 ４年前の平成２２年のときは、合計で１２４名の閲

覧者がございました。ただ、この年度から、志紀図書館でも同時に教科書展示会を開催い

たしましたので、市民の方々も関心を持ち、たくさんの閲覧者が来られたと聞いておりま

す。 

 今回の展示会につきましても、たくさんの市民の方々が同じように興味を持って来てい

ただいたと思っております。自由記述のアンケートにとても熱心なご意見などをご記入い

ただいておりまして、様々なご意見がありましたので、市民の方々の教科書に対する思い

を強く感じたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、種目ごとに採択することについてはご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、前回と同様に、種目ごとに審議し、

採択してまいります。特に、選定委員会からの答申をしっかり聞きながら進めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 それでは、はじめに、種目「国語」について審議いたします。菊池課長
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より、答申の「国語」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「国語」について、答申に基づきご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい国語』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、学習指導要領に示された教科の目標を達成するように、教

材の選定及び単元の組織・配列、言語活動の設定が工夫されている。「ひろがる」や「言

葉の力を活用しよう」など、「言葉の力」を実生活に活かす工夫があり、国語を学ぶ意義

や楽しさを実感することができる内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、生命の尊厳や生きることの意味を考えることのできる教

材が設けられ、各学年で適切な内容となっている。 

 組織・配列・分量については、段階的に単元が配列されたり、各単元に既習事項の活用

を促す「つながる」が設けられたりして、言葉の力が身につくように工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、１年生の入門期では、特殊音

節について、視覚化や動作化を取り入れて、音の仕組みを体感的にとらえられるように工

夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、現代社会におけるさまざまな課題に関する題材、

話題が取り上げられており、課題の解決に主体的に取り組む態度が育つように工夫されて

いる。 

 次に、『みんなと学ぶ 小学校国語』（学校図書株式会社）についてでございますが、

取扱内容・内容の程度については、児童の発達段階に応じた内容が掲載されている。言葉

の特徴やきまりを「言葉のきまり」、「言葉のいずみ」として掲載しており、言語に関す

る知識や感覚が養われる内容となり、個に応じた学習に配慮されている。 

 人権等の取り扱いについては、とびらの詩や掲載している詩の中に、児童がおもいやり

をもったり、心に響くような内容が取り上げられている。児童の人格形成を図るうえで大

切な題材が紹介されている。 

 組織・配列・分量については、てびき、漢字、「ことばのいずみ」など、それぞれの学

習内容をわかりやすく示し、系統立てた学習ができるように構成されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、各学年のはじめに読み聞かせ

のページがあり、みんなで本を楽しみ、読書の楽しみ方など意欲が高まるよう工夫されて

いる。 

 今日的な課題の取り扱いについては、自分の意見や考えを伝えていくための例が、「コ

ミュニケーション」として各学年で取り上げられている。学習したことをまとめる活動を

取り入れて、発表・提案する力の育成ができる内容となっている。 

 次に、『小学生の国語』（株式会社三省堂）についてでございますが、取扱内容・内容

の程度については、各学年の目標及び内容に示された指導事項、言語活動例がもれなく授

業で捉えられるように構成されている。必修の学習内容で構成された「小学生の国語」に

対して、自主的・自発的な学習を促す「学びを広げる」には、児童の興味や関心に応じて

学びが広げられるように工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、生命や自然、環境に目を向け、新たな発見のある教材が

あり、人権に関するテーマを内包したものを教材化し、深く考え、話し合うことができる
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ように工夫されている。 

 組織・配列・分量については、一教材一領域にねらいを焦点化し、系統性を重視して教

材が配列されており、偏りなく言語活動に取り組めるように工夫されている。説明文の教

材と話し合いの教材を有機的に関連づけて、より効果的な学習ができるよう構成されてい

る。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、辞書を手元に置き、他教科の

学習や日常生活の中でも辞書を活用する習慣が身につくように、辞書を用いて学習する教

材が配列されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、教材で扱われる題材は、多様な現代的課題につい

て認識が深められるような内容となっている。 

 次に、『ひろがる言葉』（教育出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内

容の程度については、「読む」領域の話が長く、読み込むような内容になっている。社会

など他の教科とのつながりがあり、興味や関心をもって学習に取り組むことができる内容

となっている。 

 人権等の取り扱いについては、戦争と平和の内容に触れ、平和と国際貢献の大切さを学

べるようになっている。 

 組織・配列・分量については、目標や振り返りがはっきり分かるように配列されている。

話し合い活動や調べ学習などは、手順が示されており分かりやすい内容となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、パンフレット作りや新聞作り

など、各学年で具体的な手法を紹介し、児童の生活経験や興味に合った学習ができるよう

に配慮されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、話し合いの方法や話し方がわかりやすく明記され

ており、表現力やコミュニケーションの育成に配慮されている。 

 次に、『国語』（光村図書出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」の領域ごとにどんな観点で学

習するのか目標が明確に示されているので、学習してきたことを活用しながら、無理なく

効果的に学習できるように系統性が重視されている。単元目標にせまるために、言葉に着

目できるような設問が手引きに掲載されていて、個々の考えを伝え合う言語活動もできる

内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、差別や偏見を生む言語や配色などの記述がなく、平和の

教材が各学年に系統立てて取り扱われており、学年に応じて生命尊重などを考えることが

できる内容となっている。 

 組織・配列・分量については、「いつも気をつけよう」や「たいせつ」、「ふりかえろ

う」など、学習を進めるときや学習の振り返りなどに、常に学習課題を確かめることがで

きるように組織的に配列されている。また、「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」の

領域ごとの分量や配列がバランス良く取り扱われている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、児童が興味を持つような題材

名をつけ、情緒を育む教材が多く取り扱われている。また、国語を基礎にして他の教科と

関連して学習できる内容や資料を取り扱っており、学びたいという意欲がもてるように工

夫されている。それに加えて、背景をクリーム色にすることで、柔らかい印象となり、児
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童が長文を読みやすいように配慮されている。さらに、５・６年は合本になっており、既

習内容をふりかえったり、読み比べたりできる構成となっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、環境問題や自然災害という課題をお互いの意見を

伝え合い、交流することで、自分の考えを深めることができる題材を掲載しており、本市

の学力課題である思考力や表現力が育てられる内容となっている。 

 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。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「国語」について、選定委員会での主な意見の説明がありま

したが、委員の皆様方、何かご意見はございませんか。 

  

【木下委員】 国語の教科書については、答申にもいろいろと出ておりますが、要するに、

「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」という言葉の力、スキルを形成する側面と、文

学教材の扱い、２つポイントがあると思いました。そのような意味で、言葉の力を実生活

に活かす工夫がなされているものも見られて、特徴があると思いました。 

ただし、国語は同じ教材が各会社において扱われています。例えば、「モチモチの木」

や「ごんぎつね」などの定番の教材については、原著がどのように教材化されているか、

この観点を持って見せていただくと、文学の扱いについては光村図書出版の教科書に特徴

があると思いました。一方、言葉の力等については東京書籍がいいと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」について、教科書

を通して６年間でどのように学んでいくのか。また、他教科との関連性、古いものと新し

いもの、人権についてどのように踏まえているかという観点から教科書を見せていただき

ました。 

その中で、東京書籍の教科書については、例えば、３年生にローマ字が入っており、盲

導犬の訓練の部分があるので、生活と人権を大事にしているところを注目しました。また、

５年生に入り、宮沢賢治、手塚治虫などの古いものから現代の新しいものに向けていくこ

とにより、子どもたちは先入観なく、古いものや新しいものを捉えていくことができると

思います。さらに、理科系の内容として、「イースター島にはなぜ森林がないのか」とい

うところもおもしろいと思いました。その他にも「君たちに伝えたいこと」という日野原

さんの言葉では、年を取ってもやることはあるよという内容もあり、それぞれのトピック

スはすごくいいと思います。 

ただ、６年間を通しての教科書として考えると、光村図書の教科書は年間学習の目安を

しっかり捉えており、人権についても他人を思う内容になっていると思いました。また、

日本の伝統文化もきっちりと押さえていると感じました。 

 

【浦上教育長】 表現力が乏しい、コミュニケーションがうまくとれない、話ができない

子どもが目立ってきている実態を踏まえて、教科書を調べてみました。 

 東京書籍の教科書については、学年が上がる中で言葉のスキルを積み上げ、総合的な学
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習の時間において、実際に自分で調べ、まとめ、伝え合う部分があるので、良い教科書で

はないかと思いました。ただ、発展的な学習の観点から考えると、光村図書の教科書がよ

りいいと思いました。 

 また、八尾市の子どもたちの実態を踏まえて、さらに読書力を高める視点から考えると、

他の教科書もいいところがありますが、総合的に判断して、光村図書の教科書がよいので

はないかと思いました。 

 

【御喜田委員】 私もいろいろな教科書を見せていただきましたが、東京書籍の教科書で

は、１年生で、「は」、「へ」、「を」を使って文を書くための練習ページがとてもたく

さんありました。また、１年生の下の平仮名の練習では、おにごっこの「お」を書くとこ

ろがあって、簡単な「お」なのか、難しい「を」なのか、どちらかを選ぶような単元もあ

り、１年生の中で何回も復習していくところもあるので、丁寧な指導内容になっていると

思いました。 

 また、子どもたちには読書力をつけてほしいと思いますので、その点で、光村図書の教

科書については、子どもたちが長文を読める工夫をたくさんされていたので、この教科書

もいいと思います。 

 

【木下委員】 先ほど、東京書籍と光村図書の教科書について話しましたが、指導要領に

よりながら、どこの教科書も表現力を重視されているので、今回の改訂を踏まえられてい

ると思いました。その中で、現在、よく言われているコミュニケーションに焦点を当てて

いる学校図書の教科書は、１つの特徴になると思いました。 

 

【浦上教育長】 先ほども話しましたが、子どもたちの読書力を高めることが必要ではな

いかと思っていますので、子どもたちが読書に興味、関心を持つことができる教科書でな

ければならないと思います。この点からすると、光村図書の教科書ではないかと言いまし

たが、いかがでしょうか。 

  

【木下委員】 先ほども申し上げましたが、次の読書へのきっかけになるという意味で、

文学作品の扱いについては光村図書が教材化するにあたって工夫されていると思いました。 

 一方、日常生活の言語力をつけることも重要であり、この２本の柱から見て、特徴のあ

る教科書を言いましたが、全体として、教育長がおっしゃった「読書への誘い」という意

味では光村図書がいいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 中学校につなげることをもう１つのポイントとして見たとき

に、光村図書の教科書は、谷川俊太郎さんの「生きる」、ドナルド＝キーンの「かなえら

れた願い－日本人になること」など、多面的に取り上げています。また、先ほども申し上

げたように、教科書を通じて６年の間に何を学ぶのかというのが見えていることも大切で

あり、そのような意味でもこの教科書はいいと思っております。例えば、５年生のときに、

テレビのニュース番組がどのようにつくられているかという部分を取り入れているので、

統一した教育を踏まえているように感じました。 
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【百瀨委員長】 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」については、各委員の声を聞かせていただき、まとめさせていただきますと、

光村図書出版株式会社の『国語』が最適であるというご意見であったと思いますが、委員

の皆様方、ご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なします。よって、「国語」の教科書につきましては、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。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「書写」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「書写」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「書写」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい書写』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、教科書がやや大きいが、取扱内容は適量であるため、見や

すく工夫されている。横書きのノートの書き方が、練習できるように配慮されている。 

 人権等の取り扱いについては、男女共生の視点で写真等が掲載されている。 

 組織・配列・分量については、教科書のサイズが大きいので見やすくなっている。見開

きページのめあてが短い言葉で明示されており、シンプルで分かりやすくなっている。各

ページの終わりにある『学習を振り返ろう』の項目で、自己評価ができるよう工夫されて

いる。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、練習のマスの横に見本がある

ので、児童が見本を参考に書きやすい構成となっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、資料が豊富で他教科に活かすことができるように

なっている。遠足や修学旅行などの「しおり」の作り方や学習発表会などで用いる「模造

紙」の書き方など、他教科との関連性も見られ、学んだことを活かすことができる内容と

なっている。 

 次に、『みんなと学ぶ 小学校書写』（学校図書株式会社）についてでございますが、

取扱内容、内容の程度については、「手紙」や「巻き物」の書き方などが掲載され、児童

の興味や関心を引き出す内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、祖父母へのお礼のはがきを書く題材があり、身近な人へ

の感謝の気持ちが伝えられる内容となっている。 

 組織・配列・分量については、毛筆では「かご書き」、「ためし書き」、「まとめ書

き」が示され、自分の課題に合わせて練習ができるようになっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、筆使いが難しい文字において、

書き方のポイントを分かりやすく説明するなど、配慮されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、『自分の課題を見つけよう』という項目があり、

自分で解決していく学習方法を示す工夫がされている。 

 次に、『小学生の書写』（株式会社三省堂）についてでございますが、取扱内容、内容
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の程度については、『ひろげよう』のページには、「お礼の手紙を書こう」、「ポスター

を書こう」と題して、それぞれの場面で文字を分かりやすく見やすく書く例を紹介するな

ど、児童の興味や関心に応じて、書写学習を発展させられるような内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、色使いがシンプルですっきりとしており、集中しやすい

紙面となるように工夫されている。また、『お礼の気持ちを伝える』等、感謝の気持ちを

表現できる題材が設けられている。 

 組織・配列・分量については、「とめ」、「はらい」、「はね」を１年生の入門期から

扱い、とても丁寧な配列となっている。各ページの最後にある自己評価もすっきりしてい

る。硬筆から毛筆へと練習していくので、ステップアップしながら練習できる構成となっ

ている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、『考えよう』という項目があ

り、児童に思考させる場面が設定され、主体的に学ぶことができるよう工夫されている。 

また、学年の当初に、「団結」、「仲間」等、集団づくりに活かすことができる言葉が掲

載されており、学級経営にも有効的な工夫がされている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、メモを取る時などの速く書く方法として、楷書で

はなく行書での書き方が紹介されている。書く速さによって、文字の丁寧さを考えるよう

な学習も紹介されている。 

 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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『小学書写』（教育出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、毛筆で学んだことを硬筆で活かすことができる内容となっている。また、

パンフレットの作成や横書きのノートのとり方などが紹介されている。 

 人権等の取り扱いについては、毛筆等で扱う言葉が適切な内容になっている。 

 組織・配列・分量について、写真・イラストを多用しており、色使いがとてもカラフル

な内容で記載されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、カタカナの表が巻末にあり、

イラストつきで分かりやすくなるよう配慮されている。国語の学習活動などで活かすこと

ができる『トライあんどチャレンジ』のページが設けられ、めあても明確に示されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、『知りたい文字の世界』のページには、生活で見

られる文字の文化を取り扱っており、児童の興味を引くように工夫されている。 

 次に、『書写』（光村図書出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、毛筆で学習したことを硬筆で活かして書けるようになっている。児童が

間違えやすい文字をたくさん例として取り上げている。手紙・はがき・原稿用紙・ノー

ト・メモ・新聞・パンフレット等の書き方など、他教科とのつながりがある部分も多々取

り上げ、書写活動を生活により活かせる内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、男女共生の視点で写真やイラスト等が配慮されている。

また、友だちへの感謝の気持ちを伝える題材が設けられている。 

 組織・配列・分量については、動物の絵を各学年の表紙にも描いており、児童が親しみ

やすい工夫がされている。色に統一感があり、文字のバランスがよく、字数も適量である。

また、漢字の学習の進捗に応じた配列になっており、横書きの例も多数取り上げるなど、
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児童の実態に配慮されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、１年生の教科書では、字を書

く前になぞって練習できる部分を多く取り上げている。小筆と硬筆の取り扱いが多く、学

んだことを日常の生活で活かす構成となっている。また、朱書きでの手本を多く扱い、児

童自ら、穂先の動きに気づくことができるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、めあてが分かりやすく、順序立てて明示されてい

る。また、フェルトペン等の筆記用具の選択の仕方について、その工夫や効果を考えるよ

うに工夫されている。作文の例では、出来事の網羅だけでなく、気持ちやその理由などを

表す文を用いることができ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、最も適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『小学書写』（日本文教出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内

容の程度については、『広がる学び』の項目では、「手紙の書き方」、「メモの取り方」

など、他教科とのつながりや生活に活かすことができる内容がより多く取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、男女共生の視点で写真等に配慮されている。 

 組織・配列・分量については、道具の使い方を各学年で丁寧に取り上げ、書くためのめ

あてがはっきりと明示されている。また、「考える」、「確かめる」、「いかす」という

学習の流れになっており、児童が主体的に取り組める構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、メモの取り方や卒業に向けて

の作品の作り方など、参考となる資料が豊富に掲載されている。毛筆の筆使いが分かりや

すく紹介されている。また、『もっと書こう』では、国語の学習に活かす内容も紹介され

ている。２種類のパンダキャラクターを効果的に使って説明しており、児童の興味を引く

よう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、漢字の筆順や毛筆での字の重なり方など、丁寧に

説明されている。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「書写」について、選定委員会の主な意見の説明がありまし

た。目の前に教科書も置いておりますので、具体的なことについてはページ数等も示して

いただきながら、活発なご意見をお願いしたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 書写については６社ありましたが、見やすいこと、子どもた

ちが期待感を持って、どのように書写にアプローチしていくのかということをポイントに

教科書を見ました。 

その中で、例えば、筆を持つ姿勢のとき、イラストと写真がありますが、イラストより

も写真のほうがよりわかりやすいのではないかと思います。それと、色刷りで見やすくは

なっていますが、写真が大き過ぎるところもあるので、適度な大きさが必要ではないかと

思います。 

 それから、それぞれの教科書の説明の仕方については、３社を選んでみました。 

 まず、東京書籍の教科書については、用具の置き方、扱い方から丁寧に示しています。
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そして、実際に書くときの「はらい」とか、筆、和紙、すずり、墨などの説明が丁寧にさ

れているので、アプローチとしてはとてもいいと思いました。しかし、実際にこれを使っ

て６年間学んでいく中で、着実な歩みがあるのかというと、少しスピードが速いのではな

いかと感じてしまった部分もあります。 

 次に、三省堂の教科書については、唯一、大判で作ってあり、「とめ」、「はらい」、

「はね」、「おれ」、「曲がり」、「そり」が丁寧にわかるようにしています。また、横

書き、縦書き、用紙によってどのようなものを書くのかということも丁寧に書いていると

思いました。その他にも、手紙で伝えること、書く速さ、用具、ポスターの書き方など、

多面的に書写を捉えているのはおもしろいと思いました。ただ、最初は丁寧な説明があり

ますが、６年生に向かってスピードアップしているようで、授業の中で使っていくことが

できるかどうかという不安を感じました。 

 最後に、光村図書の教科書については、２年生で鉛筆ができるまでという部分があり、

あまりこのようなところを見たことがないので、おもしろいと思いました。また、４、５、

６年生、各学年で姿勢と持ち方を確認しているのはこの教科書になり、これは大事なこと

ではないかと感じました。それと、６年生のノートの書き方の中で、情報による文字の大

きさなどを示しているところがいいと思いました。 

  

【百瀨委員長】 確認ですが、三省堂の教科書については大判という発言がありましたが、 

教科書のサイズのことでしょうか。教科書のサイズであれば、東京書籍のほうが大きいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教科書のサイズではなく、文字の大きさです。 

 

【百瀨委員長】 文字の大きさということで、確認をよろしくお願いします。 

 

【御喜田委員】 私もいろいろと教科書を見せていただきました。 

まず、三省堂の教科書については、答申にも載っているように、１年生の「ひらがなの

かきかた」で、「とめ」、「はらい」、「はね」を非常に細かく書かれていると思います。

書き方にしても、「一度とめて、さっとはねる」など、ちょっとしたコツが載っているの

で、子どもたちにとってもわかりやすくなっているのではないかと思いました。 

 あと、光村図書の教科書については、書き順が色分けしてあるので、子どもたちにとっ

て非常にわかりやすいと思いました。また、先ほど、安藤委員からお話がありましたが、

正しい姿勢が写真で載っていて、６年間通じてどの教科書にも掲載されているので、姿勢

を見直すためのいいきっかけになるのではないかと思いました。あと、４年生の１６ペー

ジに、「かまえ」や「たれ」の中の部分のシールが付いていますが、子どもたちが楽しく

学べて、想像力も膨らむので、とてもおもしろい取組みでいいと思いました。イラストも

とてもかわいらしくて、興味を引くような教科書になっていると思いました。 

 

【木下委員】 現在、子どもたちが実際に筆を持って書く、あるいはペンを持って書く、

鉛筆で書く、いろんなものを持って自分で書くという機会が非常に減ってきているわけで
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す。そのような生活の中で、書写で学んで書いていくことを考えるなら、どのような内容

がいいのかなという観点で見せてもらいました。 

 先ほども少しお話が出ていましたが、東京書籍だけが１つ判が大きいのですが、この大

きさについては少し考えるところかなと思っています。つまり、机が狭く、広げるのにど

うなのかなというところがあります。 

その中で、最初に書くということ、毛筆を使って書くということの教え方の丁寧さがど

うなのか。また、「書き初めをしよう」など、いろんなイベントの中で書くということが

載っていますが、私自身は、光村図書の最後の資料がなかなかいいと思いました。例えば、

６年生のまとめの「未来に向かって」の中で、「感謝状を書こう」などを掲載されており、

最後に、手紙の書き方、はがきの書き方、縦横の書き方、エアメールの書き方等、日常生

活で活用できることを載せているので、この仕上げがなかなか工夫されていると思いまし

た。 

 

【浦上教育長】 私も木下委員と全く同じ意見です。子どもたちが文字を書くことに関心

を持つという視点で見れば、光村図書がいいのではないかと思いました。 

例えば、６年生の３０ページから、ぱっと見た瞬間に、非常に鮮やかで、書き方がよく

わかります。小学校では、はがきや年賀状の書き方を教えていますが、実際、家ではどの

ように教えられているのかというのも、昔とは違って、大分変わってきていると思います

ので、子どもたちにきっちりと教える工夫をされている点で、光村図書がよいのではない

かと思いました。 

 現在、八尾市では三省堂の教科書を使用していますが、選定委員会の答申においては、

三省堂より光村図書の教科書のほうがよいのではないかという意見が出されていますので、 

その点も踏まえて、光村図書がいいと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育長から４年前に採択されたときの教科書を替えることに

について発言がありましたが、教科書にもうちょっと工夫があってほしいなど、選定委員

会の中で話はありましたか。 

 

【菊池指導課長】 選定委員会の中では、もう少しこのような工夫があったらいいなとい

うような話は出ておりませんでした。答申の中にも書かれておりますが、「三省堂の教科

書には、６年生の「団結」、５年生の「仲間」というように、学級経営に役立つような文

字を入れているのが非常によい。」などの話が出ており、「光村図書出版株式会社の教科

書には、フェルトペンの使い方が載っているのもよい。」という話も出ておりました。そ

れぞれのよさについては、話し合われていたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員の皆様方からの方向も出たようですので、採決に移らせ

ていただきます。 

 委員の皆様方からは、「書写」については光村図書株式会社の『書写』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。 

 

【百瀨委員長】 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、光村図書出版株式会社の『書写』を採択することが適当と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「社会」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「社会」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 それでは、種目「社会」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい社会』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、児童の興味や関心を高める特設教材を随所に設け、児童の

学習の広がりや深まりに応じて用いることができるように配慮されている。各単元末の

「いかす」では、単元選択学習中に選択できなかった単元の学習内容も触れられており、

児童が主体的に調べ学習を進めることができるような構成となっている。 

 人権等の取り扱いについては、人権尊重についての認識を深める教材を充実させるとと

もに、人権・福祉にかかわる社会の働きや人々の取り組みを随所に取り上げ、将来にわた

って基本的人権を尊重する知識と態度を身につけるように配慮されている。 

 組織・配列・分量については、単元の「めあて」や「学習問題」、本時の「めあて」を

構造的に紙面に明示するとともに、「調べる」、「まとめる」、「いかす」という学習テ

ーマを併記して、問題解決的な学習展開を促すよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、各学年に「学習の進め方」と

「学びのポイント」を提示するなど、問題解決的な学習に主体的に取り組めるように工夫

されている。また、自主的な学習や家庭での学習にも活用できる「ひろげる」を設け、教

材の充実に配慮されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、全小単元に設けた「まとめる」場面では、文章で

まとめる、発表する、話し合うなどの言語活動を重視し、習得した知識を定着させ、思考

力、判断力、表現力を育てることができるように工夫されている。また、「いかす」場面

を適宜設け、社会の一員として社会の出来事を自分のこととしてとらえ、よりよい社会の

あり方を考えることを通して、社会参画の基礎を養うことができる内容となっている。 

 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、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）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、学習指導要領の目標や内容の取り扱いに従い、基礎的・基本的な事項を

確実に取り上げ、厳選した教材や資料が掲載されている。学校や児童の実態と興味や関心

に応じて、補充的・発展的に活用することのできる教材や資料が多く掲載され、個に応じ

た指導に対応できるように配慮されている。各単元末の「もっと知りたい」では、その単

元の学習内容について、詳しい情報が得られるように文書資料や写真資料が豊富に掲載さ

れ、興味をもって自主的に調べ学習を進めることができるよう配慮されている。また、６

年の歴史学習における「近代」について、学習内容を充実するよう配慮されている。 

 人権等の取り扱いについては、地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を
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通して、国籍や文化・慣習の違いを超えてお互いを理解し尊重し合う必要性が強調され、

国際社会に生きる日本人として「共に生きる・共に創る」社会の実現を追求する力が養わ

れるように配慮されている。 

 組織・配列・分量については、各学年の単元構成は、学習指導要領の内容や区分に準拠

して組織されている。また、児童の発達段階、学年間の接続に配慮され、地域の実情に応

じた学習が展開できるよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、「やってみよう」で実際に書

き込み、図表やグラフの読み取りやノートの書き方など、作業的、体験的な学習について

興味を持って取り組めるよう提示されている。また、「まとめる」では、単元全体の学習

を振り返り、書き込みができるよう工夫されている。 

 さらに、単元内で取り上げた「キーワード」を書き込むことにより、定着を図るための

工夫がされている。また、各学年の最初に問題解決的な学習の進め方や、学習を進めてい

く上での教科書の使い方が分かりやすく提示されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、問題解決的な学習の進め方や考え方のモデルが提

示され、問題解決過程での手順や操作が明確に示されている。社会科の学習の流れに則し

て多様な言語活動の場面を設け、習得した知識を活用し、考えながら表現する力が向上す

るように配慮されている。また、言語活動を進める上で必要な技能については、文章に書

き表す技能や、話をしたり聞いたりする技能を中心に、その方法や留意点を提示するなど、

本市の学力課題の一つである思考力や表現力を育成することに重点を置いた内容となって

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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『社会』（光村図書出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、児童の興味や関心につながる事例や資料が多数掲載されており、発達段

階を考慮したものとなっている。各単元末の「地域に広げる」、「今につながる」では、

地域教材とそれに携わる人々の働きや思いを取り上げ、学習内容と現在の生活とのつなが

りがよりよく理解できるようにするなど、発展的な学習内容が扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、戦争の悲惨さや当時の人々の暮らしの様子を知ることで、

平和を求める態度が養われるよう教材化が図られている。また、高齢者や障がいのある人

に対して、「共生」や「バリアフリー」の観点から社会をとらえた事例が取り上げられて

いる。 

 組織・配列・分量については、各小単元が学習の流れを「ホップ（導入）」、「ステッ

プ（展開）」、「ジャンプ（まとめ・広がり）」に分けて構成されており、児童が学習の

見通しをもちながら、主体的に学習を進めることができるよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、「課題を見つける」、「調べ

たり話し合ったりして、課題を追求する」、「学習の成果をまとめ、新たに課題に広げ

る」という学習の進め方が分かりやすく示されている。また、八尾市のものづくりについ

て取り扱われており、本市の児童にとって興味や関心をもって学習できる内容となってい

る。 

 今日的な課題の取り扱いについては、課題を見つける活動や、課題を追求する活動では、
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話し合いにつながる児童の発言例が提示されており、コミュニケーション能力の育成を重

視す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、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）についてでございますが、取扱内容・内

容の程度については、全学年を通じて、児童の立場からの発言や話し合い、児童のもって

いる力を最大限に発揮しての調べ活動や表現活動、学習内容の整理の仕方などが示唆され

ている。その際、人々との出会いやメディアの活用など、作業的・体験的な活動が児童の

発達段階をふまえて位置づけられている。各単元末の「大きくジャンプ」では、新資源や

国際問題、世界遺産などの時事問題が、それらに関わる人びとの働きや思いを中心に取り

上げられ、広い視点を持って調べ学習を進めることができるよう発展的な学習内容が取り

扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人権尊重を基本理念として、共生社会をめざす姿勢を育

てることに配慮されている。平和で豊かな共生社会の実現を視点に、児童の発達段階をふ

まえて、社会的事象が教材化されている。また、各学年の学習の中で、外国との結びつき

を通して、国際化の進展を実感するとともに、国際理解の大切さを認識することができる

よう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童が自ら見つけ出した問題を解決するために、調べ学

習などの具体的な学習活動を通して理解を深め、追究し、気づくとともに、調べたことや

考えたことを表現していく過程が分かりやすいように配列が工夫されている。大単元導入

（学習のまど）、小単元の導入（わたしの問題）、学習の区切りの最後（みんなで話し合

いたいこと、わたしの見方・考え方）、小単元末（ふりかえってみよう）、大単元末（大

きくジャンプ）と構成されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、意欲を持って追究し、問題を

解決していく学習展開が全学年にわたって工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、随所に児童が自分の予想や考えを出し合う場面や

互いの意見を聞き合う場面が設定され、自分の考えを相手に伝え、理解し合う力を育むこ

とができるように配慮されている。また、各学年の「ふりかえってみよう」では、思考と

表現が一体となった学習活動が新たに設定されている。 

 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。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「社会」について、選定委員会での主な意見の説明がありま

したが、選定委員会の中では４社が一定の評価を得ております。 

 委員の皆様方も、この件につきましては、多くの情報を共有し、話し合ったところでご

ざいますが、それからまたいろいろなご意見があろうかと思いますので、ご発言をお願し

ます。 

 

【御喜田委員】 社会の教科書については、どの出版社の教科書も写真やイラスト、クエ
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スチョン、振り返りなどを考えておられると思いました。 

 その中でも、日本文教出版の教科書は、全学年を通じて、子どもの立場からの発言、話

し合いなど、子どもの持っている力を発揮するという意味で、調べ活動や表現の活動、学

習内容の整理の仕方が身につくようになっていると思います。また、「ふりかえってみよ

う」やふりかえりシートが付いていて、自分がその単元を理解できているかどうかを確認

できるような内容になっています。あと、クエスチョンの部分では、四角の枠の中に同じ

キャラクターを入れて、その部分をわかりやすくしているので、子どもたちにとってもわ

かりやすくていいのではないかと思いました。 

 

【木下委員】 今回の社会の採択にあたっては、いくつか観点があると思いました。 

 １つ目は、国土問題をどのように取り扱っているかということです。 

２つ目は、大きな自然災害を受けて、それについてどのように考えるのかということ、

それと関わって、電力の問題があると思います。 

 ３つ目は、中学校へのつなぎとして、近現代史と国際理解の扱いをどのようにされてい

るのかというあたりを重点的に見せていただきました。 

 どの出版社の教科書も、今年の採択に向けて、これらの点については非常に配慮されて

おり、努力されていることはよくわかりました。 

 それを踏まえた上で、実は、近現代史と最後の扱いのページ数を見ると、教育出版と日

本文教出版の教科書については少しページ数が多いと思います。この点については評価さ

れることではないかと思って、その２社を少し詳しく見させていただきました。 

 日本文教出版の教科書については、自然災害と防災の扱いについて、今回の震災も加味

しながら、例えば、「稲むらの火」を取り上げて、丁寧に扱われていると思いました。ま

た、全体の構成については、目次のところを見ると一目瞭然です。先ほど、答申にも出て

いましたが、大単元からの構成の仕方が一律で、非常に子どもに見やすくなっています。

さらに、学んできたことを、最後に「大きくジャンプ」で、現代の課題に向けて、子ども

たちに取り組ませる形になっていますので、子どもたちの学習意欲をそそる形になってい

るのではないかと思いました。八尾市の子どもたちが、若干、応用力に課題を持っている

ことを考えれば、「大きくジャンプ」等で、これまで学んできた基礎・基本を活かしなが

ら、自分たちの身近な課題に挑戦してみるという構成は悪くないと見させていただきまし

た。 

 

【浦上教育長】 まず、光村図書出版の５年生の教科書に「ものづくりのまち～大阪府八

尾市～」が紹介されています。特に、「マテック八尾」も紹介されており、八尾市民とし

て非常にうれしく感じております。日ごろから八尾市の紹介をするとき、ものづくりのま

ちとして他府県に発信しておりますので、教科書でこのように取り上げられていることは

いいと感じております。 

 次に、八尾市の子どもたちの実態については、応用力あるいは活用能力に課題があるこ

とから、この視点から見ると、教育出版の教科書は学びの手引きがあり、思考力、判断力、

表現力を育むような工夫がされていると思います。また、それに伴って、応用力あるいは

活用能力をつけることを考えると、教育出版の教科書がふさわしいと思いました。 
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 次に、自然災害、防災の件については、八尾市の教育重点課題の１つとして、安全・安

心の学校園づくりを各学校園に提示していますが、全ての教科書を見て、どの出版会社も

いいものを作っておられました。 

例えば、教育出版の教科書では、釜石の奇跡の話があり、東京書籍であれば、全部にわ

たって非常にうまく書かれておりました。その中で、日本文教出版の５年生の下の１０５

ページに、東日本大震災あるいは阪神大震災のときに、日本人としてお互いに助け合う姿

が掲載されていました。このような日本人としての道徳観を子どもたちに教えておきたい

と思いましたので、防災関係に関しては、日本文教出版の教科書がふさわしいと思います。 

 領土問題の件、防災、自然災害の件、国際理解の件などの観点から全ての教科書を見せ

ていただき、４社ともいいのですが、「日本人の美徳」という部分が非常に印象深く、子

どもたちにその部分を「社会」だけではなく、いろんな教科に関わって教えてほしいと思

っているので、日本文教出版が一番いいと思っています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほどからお話がありましたように、子どもたちの学習意欲

を引き出す内容が教科書には必要であり、そのためには、見やすい、考えやすい、振り返

りやすいものがいいのではないかと思いました。また、先ほどから、皆さんがおっしゃっ

ていますように、中学につなげていくことの大切さを考えると、特に、５、６年生での教

育は重要になると思います。 

まず、光村図書出版の教科書については、八尾市の企業を捉えている点はいいと思いま

した。 

 次に、日本文教出版の教科書については、「ぎもんをもつ」、「問題をつかむ」、「予

想を立てる」、「調べる」、「わかる」と展開されて、最後にまとめているので、次の広

がりへと着実に進められるのではないかと思いました。また、先ほど、木下委員もおっし

ゃいましたが、インデックスの部分がとても見やすく、６年間を通しての学び、１年間を

通しての学びを後で振り返ったときにわかりやすいと思いました。さらに、領土問題、防

災についてはそれぞれの出版社が取り上げられていますが、その中で、日本文教出版の教

科書はより見やすく、考えやすいと思いました。 

 ただ、１点だけひっかかったことは、ｉＰＳ細胞のことに少し触れられており、人物に

焦点を当てて、山中教授のことが書かれていますが、学校の先生がこれから新しく進んで

いくことを子どもたちにどのように伝えていくのかなと思いました。 

 

【百瀨委員長】 領土、防災については、政府の見解に十分に基づいて、各社ともに必要

なことを扱っておられると思いました。 

 

【木下委員】 安藤委員から出ている意見については、６年生の終わりの「大きくジャン

プ」で、明石さんと山中さん、２名を取り上げられていますが、「社会」の扱いなので、

ｉＰＳ細胞のことではなく、ノーベル賞を受けて、世界で活躍する日本人がいることを取

り上げていると思っています。そのような意味で、国際社会で活躍する日本人を知ること

によって、中学校につながっていくのではないかと捉えました。 
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【安藤委員長職務代理者】 地域のことについては、教科書によってそれぞれ掲載されて

います。 

東京書籍の教科書では、仙台をかなり大きく取り上げられており、震災の大変さという

ポイントから取り上げられていると思いますが、興味、発展に少し進みにくいと思う部分

がありました。あと、愛媛県、栃木県、宮城県、北海道など、いろんな地域を取り上げて

いますが、統一性があればもっとよかったと感じました。ただ、５年生の自然災害につい

ては見事に大切な部分を捉えていると思いました。また、５、６年生では、世界の中の日

本として歴史、政治を捉えることも非常に大事であろうと感じました。 

光村図書出版の教科書については、戦争の時代から平和の時代へというのを強調されて

いる点が非常に大事なことのように感じました。また、生活では、市の仕事、福祉総合セ

ンター、税金、三権分立など、一つひとつきちんと取り上げられていると思いました。 

 

【浦上教育長】 どの出版社も、子どもたちを取り巻く環境、社会背景を踏まえて、「社

会」で教えなければならないことを扱っておられます。その中で、中学校１年生の地理、

歴史、公民につなげていくことを見据えた教科書が一番ふさわしいと思っています。 

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたと思いますので、採決に移らせていただき

ます。「社会」については、日本文教出版株式会社の『小学社会』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。 

 

【百瀨委員長】 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、日本文教出版株式会社の『小学社会』を採択することが適当と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「地図」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「地図」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「地図」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい地図帳』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取

扱内容・内容の程度については、日本全図、日本地域図、世界全図、世界大陸別図が取り

扱われている。地図の見方、統計資料などの活用の仕方、農業や水産業・工業の盛んな地

域、我が国の位置と領土・歴史の概要、４７都道府県の名称と位置、世界の主な国の名称

と位置、我が国と関係の深い国等について理解するために、必要な資料が適切に取り上げ

られている。広い視野から国土を見わたす地図を複数配置し、日本の位置や範囲などが正

確に理解できるよう工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、沖縄の戦跡、広島の原爆ドーム、東日本大震災などの情

報を地図上に取り上げており、ひめゆりの塔や日本の自然災害などの写真資料とともに、

平和や命など人権の大切さについて考えることができるよう工夫されている。また、沖縄

県の軍用地の問題や、北海道のアイヌ語に由来した地名などにもふれており、日本の歴史
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や日本の成り立ちについて考えることができるよう工夫されている。産業や史跡など、学

習に関連したアイコンが詳しく設けられており、問題解決的な学習に活用しやすいよう配

慮されている。 

 組織・配列・分量については、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活用しやすいよう配慮されて

いる。北方領土から南西諸島までを一望する日本列島の地図を３カ所に掲載しており、

島々の連なりや海底地形の様子が実感しやすいように構成されている。視覚特性への配慮

として、図や写真の説明文などはすべて文節で改行して、読みやすくなるように工夫され

ている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、Ａ４判サイズで大きく取り扱

われ、児童が見やすくなるように取り扱われている。２０２０年の東京オリンピックの会

場予定地を種目ごとに取り上げている。過去のオリンピックの開催地が掲載されており、

児童の興味や関心が高められるよう工夫されている。また、児童のキャラクターを随所に

設け、地図活用の手掛かりを児童の言葉で提示することにより、児童が学習のねらい等を

理解しやすいよう工夫されている。本文部分は、光の反射を適度に抑えすっきりと見やす

いだけでなく、児童が書き込みする場合にも対応できるよう配慮されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、領土についての記載を広域図、地方図と複数設け

ており、領域や周囲の国々との位置関係が正確に把握できるよう工夫されている。また、

日本の自然災害について、列島全体の災害地図を配し、防災対策について考察できるよう

配慮されている。 

 次に、『楽しく学ぶ 小学生の地図帳』（株式会社帝国書院）についてでございますが、

取扱内容・内容の程度については、日本全図、日本地域図、世界全図、世界大陸別図が取

り扱われている。地図の見方、統計資料などの活用の仕方、農業や水産業・工業の盛んな

地域、我が国の位置と領土・歴史の概要、４７都道府県の名称と位置、世界の主な国の名

称と位置、我が国と関係の深い国等について理解するために、必要な資料が適切に取り上

げられている。「地図のなりたちとやくそくごと」には、隣接市の柏原市を例に挙げて説

明しており、身近な地域が活用されている。食べ物、動物、人物など、児童の興味や関心

に対応する様々なアイコンを設けており、多様な問題解決的な学習に活用しやすいよう配

慮されている。環境を取り上げた主題図を適宜掲載しており、環境に対する学習に取り組

めるよう工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、広島の原爆ドーム、兵庫県南部地震震源地、東日本大震

災等の情報を地図上に取り上げており、「広島市のようす」、「神戸市付近のようす」な

どの資料とともに、平和や命など人権の大切さについて考えることができる内容となって

いる。世界の人々のくらしや文化などの写真や、巻末世界全図では、世界の国々の言葉で

「こんにちは」がイラストつきで説明され、国際理解や多様な言語について考えることが

できるよう工夫されている。また、地震や火山に対する防災意識を高める掲載ページがあ

るが、「東日本大震災」に関しては、被災地の児童の心情に配慮し、被害の写真を掲載し

ないよう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、大陸別に国旗が取り扱われており、国の位置や様子と合

わせて国旗を学習できるよう構成されている。折込み見開きページを効果的に活用し、日
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本や世界など全体図がとらえやすいよう構成されている。また、色覚特性への配慮として、

田、畑や果樹園など、土地利用ごとに色分けしたり、模様を入れたりして、判別しやすい

よう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、４７都道府県の名称と位置を

各都道府県の「有名なもの」と関連付けながら身につけることができるよう工夫されてい

る。また、「ふきだし」の内容が児童のつぶやきになっており、いろいろな観点から学習

が促されるよう工夫されている。「地図のなりたちとやくそくごと」、「地図帳の使い

方」を巻頭に設け、地図活用の技能が身につくよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、「尖閣諸島」、「北方領土」、「竹島」といった

日本固有の領土について、地図帳に位置を記載し、写真と解説を加え、正しい国土理解が

できるよう配慮されている。３年生で学習した「まち探検」から防災意識を育てる活動の

一環として、「防災マップづくり」に取り組むこと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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、地図について、選定委員会での主なご意見の説明がありまし

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。 

 

【木下委員】 ２社の地図帳を比較すると、それぞれに特徴がある地図帳ができてきたと

思います。 

 まず、東京書籍の地図については、大判で、個々の取扱いについては、キャラクター、

写真、学習のヒント、グラフ等が入り、非常に工夫されています。それに比べると、帝国

書院はオーソドックスな地図帳になっています。 

このように、それぞれに特徴がありますが、小さな具体例として、地図帳は縮尺が非常

に大事だと思っています。例えば、北海道地方を比べてみると、帝国書院は大体１００万

分の１を基本にしていますが、東京書籍は１００万分の１を基本にしているけれども、北

海道は１６０万分の１になっています。要するに、１００万分の１では、ページに北海道

が入りきらないので、そのようにしていると思いますが、帝国書院は２００万分の１にし

て、１００万分の１の地図も載せられています。これで非常に大きさの比較がしやすくな

り、九州と北海道を間違えることはないわけです。基本的なところですが、縮尺の部分を

押さえられているのは、帝国書院ではないかと思いました。 

 

【浦上教育長】 東京書籍は京都、奈良を中心に詳しく載せており、首都東京のあたりを

中心に据えられています。また、帝国書院より東京書籍のほうが、産業、気候、自然、食

料生産、工業生産なども非常に見やすくなっており、日本の歴史と文化、世界の文化遺産

も見やすいと思います。 

 一方、帝国書院の地図は、特に、柏原市の地図が描かれており、八尾市の南にあります

ので、子どもたちも興味を持ちながら地図を見るのではないかと思いました。また、防災

マップが８３ページに載っておりますが、防災マップづくりについてはそれぞれの学校で
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取り組まれておりますので、非常に参考になるのではないかと感じました。それから、日

本の都道府県の特徴表記が非常にわかりやすく、挿絵で、宇宙から見た日本列島もあるの

で、子どもたちの興味、関心が高まるのではないかと思いました。最後に、尖閣、竹島の

表記がしっかりとされている点で、帝国書院の地図がふさわしいのではないかと思いまし

た。 

 

【御喜田委員】 まず、帝国書院の地図については、世界の地図のところで、それぞれの

国の国旗が載っているので、すごくいいと思いました。 

 東京書籍の地図については、最初の「ながめてみよう日本のすがた」の写真と、次の写

真がすごくいいと思いました。また、答申にもありましたが、反射が少なくなっているの

で、とても目に優しく、「日本の貿易」、「日本の自然」というところはとてもわかりや

すいレイアウトになっているので、子どもたちがぱっと見て、考えやすい、いろいろ発展

しやすいようになっていると思いました。ただ、東京書籍の地図は大きいので、社会の教

科書とノートを置いて、地図帳も広げると、机の上に置くには少し大きいのではないかと

思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、地図の縮尺については、木下委員が上手に指摘されて、

なるほどと思いました。 

東京書籍の地図は、御喜田委員もおっしゃったように、大判になりますが、中身も大き

いので、子どもが全体を捉えることができるのかなと疑問に思ってしまいました。また、

先ほど、教育長もおっしゃったように、東京書籍の地図には産業、気候などが書いてあり

ますが、中学校の教科書に似ていて、指導者側の責任が大きくなってくるのではないかと

思いました。また、これを見ただけで、子どもたちが理解できるのかなと疑問に思ってし

まいました。 

 一方、帝国書院の地図は、ちょうど見やすい大きさになっているように感じました。ま

た、アメリカ、ヨーロッパ、アジアを色分けして、地域がわかりやすいようにしてあり、

全体の地図が描いてあるので、物の見方、捉え方を上手にされていると思いました。 

さらに、先ほどもありましたように、奈良、京都の各盆地がとても丁寧に描かれていると

ころはとても興味の持てるところでした。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご意見がないようですので、採決に移りたいと思います。

「地図」については、全委員の皆様方からは、株式会社帝国書院の『楽しく学ぶ 小学生

の地図帳』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。 

 

【百瀨委員長】 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。 
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【百瀨委員長】 それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 議事を再開いたします。続きまして、種目「算数」について審議いたし

ます。菊池課長より、答申の算数について説明をお願いいたします。 

 

【菊池指導課長】 では、種目「算数」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい算数』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、基礎的な内容を重視しながら発展的な内容まで取り上げら

れており、個に応じた内容になっている。補充問題では基礎を、チャレンジでは発展的な

問題を取り上げ、児童の実態に即した内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、料理する男女も女性も描かれており、登場する男女のバ

ランスに配慮されている。また、カラーユニバーサルデザインの観点から、読みやすさと、

見やすさが追求されている。 

 組織・配列・分量については、無理なく、無駄なく、易から難へ効率よく組織だって配

列されており、理解がスムーズに流れるようになっている。また、児童がその学習目標を

達成できる適当な分量になっており、各単元では復習や身近な問題提起から入り、興味や

関心を高める構成となっている。 

 また、「ふりかえりコーナー」や「おぼえているかな？」の場面で、何度も復習したり、

基礎的・基本的な内容を押さえることにより、確実な学力向上を図るよう工夫されている。 

八尾市教育研究会における算数・数学部の研究テーマである「覚える」に該当しており、

児童の実態に即した内容となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、１つの問題でも多面的に捉え

られるように、複数の考え方が紹介されている。写真や絵を有効的に活用し、児童の興味

や関心を高める工夫がなされている。また、６年以外を上下巻に分けることで、児童の持

ち運びにおける負担が軽減されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、マイノートをつくることで、自分なりの思考力や

表現力を高める内容になっている。また、実生活と算数を密接に関連させて、算数をより

身近なものと捉えていることが、八尾市教育研究会における算数・数学部の研究テーマで

ある「活かす」に該当している。 

 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。 

 次に、『みんなと学ぶ小学校算数』（学校図書株式会社）についてでございますが、取

扱内容・内容の程度については、生活に活かしたり、発展的な内容を扱ったりする「チャ

レンジ算数を使おう」が、八尾市教育研究会における算数・数学部の研究テーマである

「活かす」に該当している。中学校の学習とのつながりをまとめた「中学へのかけ橋」が

別冊となっている。 

 人権等の取り扱いについては、男性も女性も登場し、男女のバランスに配慮されている。 
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 組織・配列・分量については、巻末に「サポート（各単元の内容の理解を助ける問

題）」、「補充問題（各単元の内容の習熟を深める問題）」、「チャレンジ（各単元で学

習したことを活用するための問題）」を設定し、児童の実態に応じて活用できる内容とな

っている。練習問題の分量が適量であり、負担なく取り組めるよう配慮されている。また、

教科書の最後に「この本で出てきたことば」のページがあり、学習のまとめとして活用で

きるよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、小数、分数のかけ算、わり算

では、線分図と表を用いて、幅広い考え方の指導ができるよう工夫されている。また、

「練習」、「力だめし」と練習問題の分量が豊富となっている。また、個に応じた問題が

巻末にまとめられ、理解度に応じて取り組みやすい内容となるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、図形や面積を扱う単元では、導入場面において、

体験的な活動が多く、八尾市教育研究会における算数・数学部の研究テーマである「感じ

る」に該当している。 

 次に、『小学算数』（教育出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、算数の目標を達成するために適切な内容となっている。また、生活に活

かしたり、発展的な内容を扱ったりする内容を「広がる算数」や「算数ワールド」に紹介

しており、八尾市教育研究会における算数・数学部のテーマである「活かす」に該当して

いる。 

 人権等の取り扱いについては、登場する男女のバランスなどに配慮されている。 

 組織・配列・分量については、単元ごとのまとめの問題が、「基本の問題」、「レベル

アップ問題」に分かれ、習熟度別課題となっており、個に応じた問題が用意されている。 

また、四コマ漫画でまとめをすることで、児童に関心をもたせるよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、文字が大きく、１つのページ

に詰め込み過ぎていないなど、児童にとって見やすい紙面となっている。単元や毎時間の

目標が明確になっており、問題のねらいがはっきりするよう工夫されている。学びの手引

きのページが巻末にまとめられており、単元の要点がふりかえりやすい構成となっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、図形や面積を扱う単元では体験的な活動を取り入

れており、理解の深まりやすい内容となっている。 

 次に、『わくわく算数』（株式会社新興出版社啓林館）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、見開きの写真や絵などを紹介し、視覚的に訴えたり、意欲

的に取り組めたりできる内容が八尾市教育研究会における算数・数学部の研究テーマであ

る「感じる」に該当している。「学びをいかそう」や「もっと学びをいかそう」、「考え

を広げよう、深めよう」などの活用の問題が１５０問以上と充実しており、八尾市教育研

究会における算数・数学部の研究テーマである「考える」、「活かす」に該当している。 

また、巻末にまとめ問題や算数資料集があり、振り返りの場面で活用したり、実生活で算

数を活用できるよう工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、登場する男女のバランスなどが配慮されている。 

 組織・配列・分量については、「めあて」から「学習のふりかえり」まで、単元の流れ

が詳細に示されており、見通しをもって学習できる構成となっているので、児童の考えに

寄り添うような配列になるよう工夫されている。また、イラストがシンプルで大事な項目
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が目立つ構成になっており、児童の理解を助ける内容となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、身近な生活場面の写真や資料

が多く、生活と結びつけて学習できる内容となるよう工夫されている。また、児童が考え

を深める場面にふきだしや数直線、表を多く用いるなど、児童が立式する際の有効な手立

てが示されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、基礎・基本の知識を習得できる内容となっている

とともに、習得した知識を活用して問題解決する力や自分の考えを伝える表現力の育成に

重点を置いた内容になっている。さらに、巻末の算数資料集において話し合いや発表の仕

方を例示しており、本市の算数における学力課題である思考力や表現力を育成する内容に

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、最も適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『新版たのしい算数』（大日本図書株式会社）についてでございますが、取扱内

容・内容の程度については、適切な内容で、各学年の児童の実態に応じた内容になってい

る。また、「レッツトライ」で練習したり、「まとめの練習」でその単元の基礎基本を押

さえたりして定着を図り確実な学力の向上を図っていることが、八尾市教育研究会におけ

る算数・数学部の研究テーマである「覚える」に該当している。 

 人権等の取り扱いについては、イラストや写真では、男女が仲良く学習する場面が多く

見られ、女性が多く取り上げられている。 

 組織・配列・分量については、児童がその学習目標を達成できる適当な分量になってい

る。「学習を広げよう」や「発展」で、児童の実態に即し、学習の充実を図るよう配慮さ

れている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、「教科書の使い方」や「算数

の学び方」で算数学習への取り組み方や進め方を展望できるよう配慮されている。児童が、

直接、教科書に書き込みやすい大きさになっており、フォントの大きさを工夫して見やす

く読みやすくなるよう配慮されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、数直線図（線分図）を全学年で使うことにより、

指導が一貫しており、児童の混乱が少なく、個人で取り組むときにもイメージ化が容易に

なり、思考力や表現力が高められる工夫となっている。「算数たまてばこ」では実生活と

算数を密接に関連させたり、実際に操作活動を行ったりすることが、八尾市教育研究会に

おける算数・数学部の研究テーマである「活かす」に該当している。 

 次に、『小学算数』（日本文教出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内

容の程度については、発達段階に応じた内容となっている。また、巻末の「算数マイトラ

イ」が復習と発展に分けられており、児童の確かな学力の定着が図られる構成となってい

る。 

 人権等の取り扱いについては、登場する男女のバランスなどが配慮されている。 

 組織・配列・分量については、総ページ数１６０４ページと充実した内容になっている。 

 縦Ｂ５サイズ、横Ａ４サイズと、幅が広いため情報量も多くなっている。まとめなどが

色分けされていて見やすい構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、写真が多く、生活と結びつけ
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る構成となるよう配慮されている。各単元の前に、復習のページがあることで、各単元の

スムーズな理解につなげられるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、巻頭の「学び方ガイド」と「教科書の使い方」が

記載されていたり、それぞれの場面で自分の考えを書くヒントになったりする記述がペー

ジの右にあり、問題解決型学習がていねいに紹介されている。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「算数」につきまして、選定委員会での主な意見の説明があ

りました。特に、八尾市におきましては、算数・理科の教科を重要視しながら取り組んで

いるところです。それでは、委員の皆様方、何かご意見はございませんでしょうか。 

 

【御喜田委員】 算数の苦手な子どもたちために、取り組みやすい工夫について、選定委

員会では何か議論になりましたか。 

 

【菊池指導課長】 選定委員会におきましても、算数が苦手な子どもたちにとって、どの

ような教科書が一番適当であるかというような視点に立ち、それぞれの教科書を見比べな

がら議論が進められておりました。 

例えば、３年生の割り算や５年生の分数の割り算、割合など、子どもたちが非常に苦手

意識を持っていて、つまずきやすい単元については議論が交わされていたところでありま

す。 

 それぞれの教科書会社のよさについては、答申のほうにも記載させていただいておりま

すが、とりわけ、答申の中にもありますように、「啓林館の教科書は、これから学んでい

くことのめあてから学習の振り返りまで、単元の流れが詳細に示されていることで、見通

しを持って学習できる構成となっており、児童の考えに寄り添うような配列になるように

工夫されているところがいいのではないか。」というご意見が出ておりました。また、

「イラストがシンプルで、大事な項目が目立つ構成になっているので、児童の理解を助け

る内容となっている。」という意見が出ておりました。 

 学校からも、つまずきやすい３年生の割り算の導入のあたりが意見としては出ていまし

たが、「啓林館の教科書では、大きな挿絵で、実際の生活場面を提示しているので、興味

を持って新しい学習に取り組めるのではないか。」という意見が出ておりました。 

 

【百瀨委員長】 答申の中にも、それぞれの教科書会社の工夫は記載されておりますが、

学校からの意見ということで聞かせていただきました。その他、委員の皆様方から何かご

意見はございませんか。 

 

【御喜田委員】 子どもたちの課題でもある思考力、活用力の育成について、選定委員会

ではどのような意見が出されましたか。 

 

【菊池指導課長】 選定委員会では、「基本的な内容については、東京書籍の教科書が非

常にわかりやすいのではないか。」という意見が出ておりました。また、答申にもござい
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ますが、「マイノートをつくることで、自分なりの思考力や表現力を高める内容になって

いる。」という意見が出ております。 

 一方、「活用力の育成については、啓林館の教科書が力を入れていると感じる。」とい

う意見が選定委員会の意見でございます。また、答申にもありますが、「啓林館の教科書

は、活用の問題が１５０問以上と充実しており、巻末にまとめ問題や算数資料集があり、

実生活で算数を活用できるような工夫がされているのでないか。」というご意見が出てお

りました。 

 

【百瀨委員長】 八尾市の子どもの実態に即して、それぞれの教科書をしっかり見ていた

だきながら話し合いを進めていただいたということで聞かせていただきました。 

 その他、委員の皆様方から何かご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今、菊池課長がおっしゃったように、算数については、小学

校１年生から中学校までつながっていく大切な教科であり、導入部分と活用部分について

見させていただきました。 

 実際に教科書が子どもたちにとって親しみやすく使えるかどうかという視点で見たとき、

どの教科書もいいと思いますが、例えば、啓林館の教科書は、４、５、６年生に入ったと

きの分数の使い方、それを通分していく部分がとても丁寧に書かれているので、それを学

びに活かしていくことができるのではないかと思いました。また、６年生の分数の割り算

については、着実に進めていく大事な部分になると思いますので、それが丁寧に示されて

いると思いました。さらに、６年生のまとめとしても、「算数卒業研究」で、学びを今後

に活かしていくことができるのではないかと思いました。 

 次に、学校図書の教科書についても、４、５、６年生で丁寧にそれを書かれています。

また、４年生の下では、「さわって読めるよ」で点字を導入されている部分にとても興味

を持ちました。 

 次に、大日本図書の教科書においては、各１冊ずつで見やすいのですが、その分だけ中

身が少し寂しく感じました。また、先ほど申し上げた、割り算へのアプローチをもう少し

入りやすく、次のステップにもいきやすくする工夫があればと思いました。あと、５年生

の小数点を掛ける説明も、もう少し丁寧にしてほしいと思いました。ただ、６年生でおよ

その面積を求めるところがあり、そこで日本の国土を使っているので、とてもおもしろい

と思いました。「レッツトライ」については、実際にそれに取り組むことができる人はい

いのですが、八尾市の子どもたちの実態に即してどうなのかということを少し考えてしま

いました。 

 最後に、日本文教出版の教科書はＡ４判で書かれていますが、特に、５、６年生の部分

で、分数の考え方、計算の仕方は非常にいいと思いました。ただ、６年生に入ったときに、

比率のところで、例えば、「a：ｂ＝（ａ×ｃ）：（ｂ×ｃ）」の部分は、子どもたちが

理解できるのかなという不安を少し感じました。 

 

【木下委員】 算数については、各教科書ともに非常にカラフルで、子どもたちが算数で

つまずかないように、練習問題をしっかり立てられて、学習の仕方もきちんと書いてあり、
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自習にも使えるような工夫がされていると思いました。 

 その中で思ったことは、１年生の入口です。実は、子どもたちに数字の原理を教えるの

は非常に難しいところだろうと思っています。この１年生の入口を非常に丁寧に扱ってい

るのは東京書籍の教科書になりますが、一段ずつ丁寧にこの部分を扱われていると思いま

した。 

 それから、それぞれの教科書では、中学校へのつなぎをつくられています。例えば、学

校図書の教科書は別冊になっていますので、教科書本体とは違った形になり、別枠として

とられています。いずれにしても、中学校へのつなぎを小・中連携の中で考えており、そ

の中で、東京書籍は「中学校体験入学コース」をつくられて、中学校へのつなぎを工夫さ

れているので、努力されていると思いました。 

 

【御喜田委員】 子どもたちが算数嫌いにならないようにという視点で教科書を見ました

が、算数は就学前にあまり関わりのなかった教科になると思います。 

 小学生になって初めて算数という分野で勉強していく上で、東京書籍の１年生の『新編

新しい算数』の目次はとてもかわいらしくていいと思いました。また、先ほど、木下委員

からも話があったように、まず、数の概念を教えるときに、「なかまづくりとかず」とい

う形から入り、そこから子どもたちが数を学んでいきますが、基礎的なところをとても丁

寧に押さえられているのではないかと思いました。さらに、１年生の下の「かずのならび

かた」の単元では、後ろに「ならびかたしらべ」のカードが付いており、時計の針もある

ので、自分たちで遊びながら学べるところがいいと思いました。あと、６年間通じて、何

度も復習ができるような教科書になっているので、基礎的なところをきっちり身につけて、

次に進むような教科書になっていると思いました。 

 

【浦上教育長】 算数については、教科書を見せていただいて、特に東京書籍の教科書と

啓林館の教科書がいいと思いました。 

 八尾市の子どもの実態については、基礎・基本は大阪府平均以上になりますが、応用能

力に課題があり、その部分を培っていかなければなりませんので、この視点で見ていくと、

啓林館の教科書には応用・活用能力にとても着目した内容がありました。例えば、６年生

の５３ページ「算数アスレチック」では、活用能力の育成が図られており、仁徳天皇陵、

黒部ダムの挿絵など、子どもたちが興味、関心を持てるように工夫されていると思います。

また、「夏休みの算数の自由研究」については、テーマ、研究、まとめる、発表するとい

う４つの視点を出されており、図形の拡大と縮小ではⅰ－Pａｄの写真が出ているので、

子どもにとっては身近に感じると思います。その他にも、「算数実験室 木の高さをはか

ろう」で、応用能力を高めるための工夫をされているので、非常に高く評価をしています。 

 一方、東京書籍の教科書については、木下委員がおっしゃいましたが、数の概念を非常

にわかりやすく、１年生の子どもたちに興味、関心が湧くようになっていて、すごいと思

いました。また、都道府県のマーク、地図、道路標識を載せて、興味、関心を高める工夫

をされており、「算数マイノート」では、前に学習した内容を振り返ることができるよう

にし、新しい問題を解決するという内容がありました。さらに、比と比の値については、

導入において、「どんな割合で作るのかな？」という表現を用いて、生活に密着したもの
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を使っており、子どもの興味、関心を高める工夫をされています。その他にも、震災の経

験を活かそうということで、あまり算数などではこのような部分は取り入れませんが、調

査あるいは結果を題材にして、グラフの読み取りをしているということで、興味、関心、

応用力を高める問題提示になるのではないかと思いました。 

 両方ともいいのですが、東京書籍の教科書については、いろいろな問題の中で応用能力

を身につけさせる工夫をされており、先生も教えやすいのではないかと思います。また、

今使っている教科書は東京書籍になりますが、現在使っている教科書と啓林館の教科書を

比較したときに、それ以上のものは感じられなかったので、東京書籍の教科書がよいので

はないかと思いました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移らせていただきま

す。「算数」につきましては、東京書籍株式会社の『新編 新しい算数』が最適であると

の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。 

 

【百瀨委員長】 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『新編 新しい算数』を採択することが適当と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「理科」について審議いたします。菊池課長より、答申の理

科について説明をお願いいたします。 

 

【菊池指導課長】 種目「理科」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい理科』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、各学年において、教科の目標達成に向け、ページ数・内容

とも適切な構成となっている。基礎的内容や発展的内容が適切な割合で取り扱われている。

また、実験を要する単元では、「問題、実験、結果、考察」と思考過程がわかりやすく記

述されている。 

 人権等の取り扱いについては、男女の役割を固定せず、協力しながら観察・実験を進め

ているイラスト、写真が掲載されている。東日本大震災の写真について、学習の際に配慮

することの注意書きを入れるなど、被災された方の感情に配慮されている。 

 組織・配列・分量については、５年では、１年間意識的に観察してほしい天気を、はじ

めの単元に設定するなど、学習を有効に進められるように考慮して組織・配列されている。 

各ページの余白が十分に取られており、情報が厳選されていて見やすい工夫がされている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、「ノートの書き方」、「話し

合いの仕方」などから「実験器具の使い方」、「薬品の扱い方」までがまとめられており、

大変使いやすい工夫がなされている。 

 また、児童の印象に残りやすい写真などが選択されており、大きさ・枚数なども工夫さ

れているため、視覚的な効果が高い構成となっている。さらに、実験中の「危険」につい

ての注意書きが一目でわかるように目立った色・マークで掲載されており、児童の安全面
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に十分配慮がなされている。人体模型、実物大の子宮内の子どもの育ちや星座カード、昆

虫切り紙等が付録として付いている。作業や体感等を通して学ぶことにより、学習内容の

理解や定着の補助となっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、観察や実験前の「予想しよう」、「計画しよう」、

観察・実験後の「考えよう」では、吹き出しなどで話し合いの観点を示し、活発な話し合

い活動が行えるよう工夫されている。随所に学習したことを活用して考えたり説明したり

する「説明しよう」を設け、思考力や表現力が高められる内容になっており、より深く思

考するという発展的課題が提示されている。また、各単元末の「たしかめよう」では、学

習したことを活用して考える問題を設け、思考力・判断力・表現力が高められるよう工夫

されている。ノートの書き方や話し合いの仕方などを各学年の巻末「資料」に掲載し、科

学的な記録や話し合いの方法が身に付くよう配慮されている。さらに、学習内容を越えた

挿話や企業、専門家等の話を適度に取り入れることにより、児童自身が学習したことを生

活に結びつけて思考が深められる構成となっている。 

 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、『みんなと学ぶ小学校理科』（学校図書株式会社）についてでございますが、取

扱内容・内容の程度については、各学年において適切な程度や内容となっており、基礎的

内容や発展的内容が取り扱われている。ページ数・内容とも各学年の発達段階に適応して

いる。 

 人権等の取り扱いについては、キャラクターや活動写真を、男女バランスよく掲載しそ

れぞれの児童が男女平等で協力し合いながら学びを高め合えるよう配慮されている。表紙

の科学者や職業などを紹介する場面では、男女や国内外の垣根を越えて選ばれている。ま

た、色覚の個人差を問わず、見やすいように配慮された構成となっている。 

 組織・配列・分量については、物理・化学・生物・地学の分野毎の単元のつながりが目

次に明記されており、つながりを意識できる内容となっている。季節に応じた単元が組ま

れており、学習を有効に進められるよう考慮して適切に組織・配列されている。分量は丁

寧な課題解決の手立て等のページを含んでも多すぎず、適切である。各単元後の「ふりか

えり」で基本事項の確認を行い、その習得をベースに「活用しよう」で児童に説明力を育

てるための課題を取りあげている。またトピックス的資料は、児童が興味や関心をもち、

自ら課題を設定し学習を進めていくきっかけを与えることができるよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、単元によっては、導入前に復

習という形で今までの学習内容を想起させ、抵抗感がより少ない状態で次の学習に入れる

よう工夫されている。また、実験、考察、結果、話し合いなど、児童がすべき内容が明確

に設定されている。さらに、巻末に「学習に臨む姿勢」、「学習の仕方・まとめ方」、

「実験器具の使い方」などがまとめられており、様々な場面で児童が参考にできる構成と

なっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、グループ内での話し合いや発表、説明活動などの

場面を重視し、自分の考えを仲間との議論を通じてより確かな内容へと高めていくよう構

成されている。また、豊かな学び合いが意識されており、自分の意見を相手に意識して伝

える「伝える・聞く」が紹介されている。 
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 次に、『未来をひらく 小学理科』（教育出版株式会社）についてでございますが、取

扱内容・内容の程度については、教科の目標達成に向け、適切な学習内容となっている。

内容については、発展的内容よりも基礎・基本的内容重視となっている。実物大の図や手

触りの目安等、五感に訴える工夫が随所に見られる。６年の巻末では、中学校で学習する

内容も紹介されており、興味のある児童にとっては学習内容をさらに深めていくきっかけ

になっている。また、大和川のつけかえ等、本市の児童にとって身近な話題も取り入れら

れている。 

 人権等の取り扱いについては、性別で役割を固定せず、男女が協力し合って活動するイ

ラスト・写真が掲載されている。外国人、身体に障がいのある人などと一緒に活動を行う

様子が掲載されている。 

 組織・配列・分量については、単元ごとに既習事項や次年度以降の学習とのつながりが

明記されており、系統性を意識して学ぶことができるような構成となっている。５年では、

１年間意識的に観察してほしい天気をはじめの単元に設定するなど、学習が有効に進めら

れるよう考慮して組織・配列されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、単元の終わりに「確かめ」が

設定され、児童がきちんと復習できるようになっている。また、その内容も重要ポイント

に絞って整理されており、児童にとっては扱いやすい内容となっている。また、学習に役

立つ資料を見やすく整理して掲載し、所々に挿入されている“科学のまど”で身の周りに

目を向けさせ、児童の興味や関心を高めるよう工夫されている。知識として獲得しておく

べき器具の取り扱いや実験中の注意事項などがきちんと掲載されており、基本的内容の定

着に適している。さらに、各学年に応じた「ミニずかん」や有名人等からのメッセージが

あり、児童の興味に応える工夫がされている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、問題解決の過程を自分でノートに記し、自らの思

考の流れを確認したり整理したりできるように、「ノートの使い方」が掲載されている。

また、各単元の「はてな？（問題）」の後に、「計画しよう（話し合い）」や「調べよう

（観察や実験）」が設けられており、コミュニケーションを取りながら、体験的な活動が

行われるよう工夫されている。 

 次に、『楽しい理科』（一般社団法人信州教育出版社）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、『新版 たのしい理科』（大日本図書株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、教科の目標達成に向け、適切な学習内容となっている。ペ

ージ数、内容とも十分相応であり、児童の発達段階に適応したものになっている。基礎的

事項から発展的事項まで、適切に取り扱われている。また、「ジャンプ」という発展的課

題提示のコーナーを随所に取り入れ、より広く深く学習できるようになっている。八尾市

の気象レーダーなど、身近な教材が掲載されている。 

 人権等の取り扱いについては、男女の役割を固定せず、協力しながら観察、実験を進め

ているイラスト、写真が掲載されている。外国人、身体に障がいのある人などと一緒に活

動を行う様子が表現されている。 

 組織・配列・分量については、１年を見通し、無理なく学習できるように組織・配列さ
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れている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、各単元の最後に、「確かめ

る」、「学びを生かす」コーナーがあり、学習内容の定着に適している。児童の自由な発

想や表現を引き出すために参考となるノート例などが提示されている。また、視覚的理解

につながる写真資料（肉眼では見えないもの、日常目にすることのないもの等）を効果的

に使い、児童の興味や関心を高め、理解を深めることができるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、思考力を育成するために、結果から結論に至る考

察が大切な場面では「考えよう」として紙面に掲載されている。児童が自分の考えを伝え、

他者の考えを聞く話し合い場面が数多く掲載され、観察カードや観察・実験の記録など、

表現力を育成するための工夫がされている。また「予想しよう」、「計画を立てよう」な

どで既習事項などをもとに、各自の考えを話し合う場面が設けられている。資料を調べる

活動など、コンピュータを使って情報を選択したり活用したりする能力が身に付くよう配

慮されている。 

 次に、『わくわく理科』（株式会社新興出版社啓林館）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、基礎的事項から発展的事項まで満遍なく網羅されており適

切となっている。観察や実験の結果を表やグラフに整理し、考察や発表する活動内容の充

実が図られている。大阪府の地層の写真など身近な教材が紹介され、本市の児童も興味を

もって学習できるよう工夫されている。巻末に地域資料集があり、地域の実態に応じた学

習が進められる構成となっている。 

 人権等の取り扱いについては、男女の役割を固定せず、協力しながら観察や実験を進め

ている写真や車椅子を利用している場面も掲載されている。また、国際理解教育の一環と

して、海外の話題を紹介し、外国の児童と協力して活動する様子も紹介されている。 

 組織・配列・分量については、同学年内で関連する単元を続けて配列するなど、児童の

思考を連続させるよう配慮されている。学習のはじめとおわりに予想や自分の考えを書く

ことができる「わくわく理科プラス」が付いており、教科目標の達成に向けて配慮されて

いる。「わくわく理科プラス」の「考えてみよう」は、自分で考えた後、グループで話し

合うことができ、思考過程を中心に児童が交流することができる構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、見やすくわかりやすい写真や

絵図が紹介され、児童の理解の一助になっている。また、「話し合い」のコーナーが随所

にあり、他者とコミュニケーションをとったり、主体的に考える場面を設定したりするな

ど、思考力や表現力を育てるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、「わくわく理科プラス」を付属しており、その内

容は「考えよう」、「力だめし」、「感想」など、思考力が深まる内容となっている。さ

らに、家庭学習にも対応しており、利便的・効果的に構成されている。それに加えて、表

現力を育てるために、「力だめし」では、理由を説明する問題や、記述する問題が多く取

り扱われている。児童の興味が広がるよう、学びが深まるよう、「読んでみよう！理科の

本」の紹介があり、自発的な学習を促す構成となっている。 

 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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 以上でございます。 
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【百瀨委員長】 ただいま、「理科」について、選定委員会での主なご意見を聞かせてい

ただきました。委員の皆さん方、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【御喜田委員】 理科は実験がつきものだと思いますが、その実験に対する安全面の配慮

について、選定委員会では何か議論になりましたか。 

 

【菊池指導課長】 選定委員会でも、実験に対する安全面の配慮について、委員からご意

見がありました。どの教科書会社においても、実験については安全面を考慮していただい

ておりますが、とりわけ、選定委員会で出ていた部分につきましては、「東京書籍の教科

書で「危険」と注意書きがしてあるのが非常にわかりやすく、一目でわかるように、目立

った色やマークで掲載されており、児童の安全面に十分配慮されているのではないか。」

という意見が出ておりました。 

 

【木下委員】 理科の教科書については、御喜田委員からも話が出ていましたが、実験に

ついての注意は基本になります。また、理科の対象は自然ということで、自然のすばらし

さを伝えようということもそれぞれの教科書に見られ、図、写真がたくさん入っていると

思いました。その中で、子どもにとって、その写真や絵がどれほどの興味を引きつけるか

なと思って見てみると、東京書籍、啓林館が魅力的に思えました。 

そこで、自然を対象にして学ぶのですが、それと身近な生活との関わりについて、例え

ば、東京書籍と啓林館を比べてみると、啓林館は学習テーマの立て方を工夫されていて、

子どもたちにとって身近で、追究したくなるテーマではないかと思いました。 

 

【御喜田委員】 私もいろいろな教科書を見せていただきました。 

東京書籍の教科書については、６年生の最後にある「理科の調べ方を身につけよう」と

いうところで、ノートの書き方、理科室の使い方などがまとまって書いてあるので、これ

は見やすいと思いました。あと、人体模型の切り取りも付いていて、子どもたちが楽しみ

ながら学べる内容になっていると思いました。 

次に、啓林館の教科書については、実験が楽しくなるように記載されており、それぞれ

の実験の中でビックリマークがついていて、そのマークのところに安全面にも気をつける

ような内容が書いてあるので、わかりやすいと思いました。また、答申にも書かれていま

したが、最後に「わくわく理科プラス」という冊子が付いていて、その内容が「説明しま

しょう」など、自分の思ったことを人に伝えることも学べるので、この取組みはいいと思

いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今もお話が出ましたように、理科の教科書については生活の

中でどう活かされているのかということをポイントに置き、見やすく、考えやすく、学び

の方向性があるかというところを見ました。 

東京書籍の教科書については、文字、写真が大きく、「確かめよう」では非常に親切に

書かれていると思いました。ただ、６年生の場合、どの部門も取り上げ方、導き方、まと
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め方に少し不満が残りました。 

 一方、啓林館の教科書では、例えば、３年生の「見つけよう」、「計画しよう」、「調

べよう」という部分は、広がりになっていくきっかけを作ってくれると思いました。また、

先ほどから出ていましたが、自然観察とその記録の仕方について、３年生ぐらいから準備

されているのはいいと思いました。例えば、「風やゴムのはたらき」で、実験、問題、結

果を上手に導いていると思いました。さらに、「こん虫のかんさつ」においても、結果か

ら昆虫がどのように成長していくのかということがわかるので、楽しく、期待感が湧いて

くるところがいいと思いました。その他にも、４年生で星座やロボットスーツなどの内容

があり、ロボットスーツについては、コンピュータとの連携を伝えるとともに、自然の大

切さもその中に含まれていると感じました。 

 

【浦上教育長】 理科については、実験離れが以前から言われています。そこで、教科書

の内容としては、実験や観察の内容が優れている、子どもたちの興味、関心が高まる、実

験に関わる安全面、実験等の写真・挿絵、あるいは実験の結果、どう考察するのかという

あたりが含まれており、子どもたちにとって分かりやすい教科書でなければならないと思

います。これらの面から教科書を見ていくと、東京書籍と啓林館がよいのではないかと思

いました。 

 まず、啓林館の教科書については、「わくわく理科プラス」の中で、「考えよう」、

「力だめし」、「感想」など、思考力が深まるような内容が含まれており、話し合いコー

ナーも入っているので、思考力、表現力の育成の工夫がされているという点が大きいと思

います。 

 一方、東京書籍の教科書については、学習の進め方があり、先生方も進めやすいのでは

ないかと思います。それと、実験時の危険の記載も目立った色やマークで示し、安全に配

慮されていると思います。 

 現在、八尾市では啓林館を使用していますが、１、２年生の生活から３年生へのつなぎ、

小６から中１の理科へのつなぎを考えると、啓林館のほうが子どもたちにとって興味、関

心を持つ部分が多いのではないかと思いました。理由としては、啓林館の３年生の教科書

を見たとき、てんとう虫の絵がとても印象深く感じました。要するに、１、２年生の生活

から急に難しくならないように、自然がイメージされていると思いました。東京書籍の３

年生にも、菜の花に蝶やいろんな虫がいるので、どちらとも非常にいい感じですが、啓林

館のほうが指導の面からもいいと感じています。 

 

【百瀨委員長】 それでは、意見が出尽くしたようですので、採決に移らせていただきま

す。「理科」については、東京書籍と啓林館についてのご意見が出ていたかと思いますが、

まとめさせていただきますと、啓林館のほうが最適であるとの意見が多いように思います。 

 よって、「理科」については、株式会社新興出版社啓林館の『わくわく理科』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。 
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【百瀨委員長】 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、株式会社新興出版社啓林館『わくわく理科』を採択することが適当と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「生活」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「生活」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「生活」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい生活』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、児童の発達段階や四季を踏まえ、児童の興味や生活体験を

大切に扱われている。上巻では「すたあとぶっく」が巻頭についており、一日の学校の流

れが紹介されている。それにより、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、期待感がもてる教材となっている。 

 下巻では、まち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

れている。道路標識などに実際の写真を用いており、児童が実際に近い形で教室でも学習

できるよう工夫されている。全巻を通して、言葉、絵、動作、劇化などの表現活動があり、

国語、音楽、図工等と関連して取り組める内容になっている。 

 人権等の取り扱いについては、生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮さ

れている。上下巻共に車いすの友だちのイラストが掲載されている。「まちのくふう」で

点字や点字ブロックなどを紹介しており、障がい者理解についての認識が養われるよう配

慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童の興味や関心を活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、各単元の最後にある「やって

みよう」では、発表、発信していくことに重点が置かれた学習が展開できる内容になって

いる。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、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。下巻に「べんりてちょう」があり、

コミュニケーションの方法やデジタルカメラやインターネットなどの道具の使い方が紹介

されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、調べ学習でインターネットやファックス、電子メ

ールなどが紹介されている。また、絵や写真が大きかったり、挿絵に統一性をもたせたり

するなど、見やすく構成されている。 

 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、『新版たのしいせいかつ』（大日本図書株式会社）についてでございますが、取

扱内容・内容の程度については、児童が興味や生活体験を大切にしながら学習をすすめる

ことができる内容となっている。上巻は「なかよし」をテーマに人や動物、自然と触れ合

うよう構成されている。下巻は「はっけん」をテーマに興味・関心を引く内容となってい

る。また、言葉、絵、動作、劇化などの表現活動があり、国語、音楽、図工等と関連して

取り組める内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮さ
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れている。また、「あたたかいね、たすけ合う町」には、お年寄りや車いすの方、目の不

自由な方、手話、点字ブロック、補助犬などの紹介があり、障がい者理解についての認識

が培われるよう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童の興味や関心を活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年継続して四季の生き物の学習に取り組める内容となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、教科書の右横のコラムに言葉

や色の名前、暮らしなど、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などが紹介されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、環境問題や安全に触れた内容が多い構成となって

いる。また、大判で絵や写真が大きく、半透明シートを重ねて見るページやモノトーンの

ページがあり、子どもの興味や想像力を高められるよう工夫されている。 

 次に、『みんなとまなぶ しょうがっこう せいかつ』（学校図書株式会社）について

でございますが、取扱内容・内容の程度については、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、わかりやすくなっている。上巻の「がっこうたんけん１」で、いろ

いろな教室を写真で紹介しており、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「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が感じられるような教材になっ

ている。 

 人権等の取り扱いについては、上巻の「いっしょにあそぼう」、「みんなであそぼう」

などで外国の友だちや車いすの友だちをイラストで紹介している。下巻の「まちたんけん

１」、「まちたんけん２」などで、外国の方や車いすの方の写真、点字ブロックが紹介さ

れている。老若男女のイラストもあり、国際理解や障がい者理解についての認識が培われ

るように配慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童の興味や関心を活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。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、上巻の「学びかたずかん」で

は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「学びかたずかん」では、

話す、聞く、見る、書く、相談する、発表する、道具を使うなどの項目で上手に行うため

のヒントが紹介されている。また、見開きの大きなイラストがいくつかあり、児童の興味

や関心を高める内容になっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、環境問題や安全問題に触れた内容となっている。 

巻末に「きみならどうする」というページがあり、各単元から発展して考える内容となっ

ている。言葉、絵、動作、劇化などの表現活動があり、国語、音楽、図工等と関連して取

り組める内容となっている。 

 次に、『せいかつ』（教育出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内容の

程度については、児童の発達段階を踏まえて興味や生活体験を大切にした内容となってい

る。上巻では、学校の教室の様子を写真で紹介しており、学校生活が楽しいものであると
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いう期待感がもてる教材になっている。下巻では「まちがだいすき たんけんたい」など

で自分たちの町に興味がもてるように工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮さ

れている。上・下巻の最後に、外国にルーツのある子どもや人々が描かれており、国際理

解についての認識が培われるよう配慮されている。車いすに載った障がい者が描かれてい

たり写真が掲載されたり、点字や点字ブロックなどが紹介されており、障がい者理解につ

いての認識が培われるよう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童の興味や関心を活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。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、上・下巻の最後に「ぐんぐん

ポケット」があり、言葉の使い方、道具の使い方、安全、読書について紹介されている。

また、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工夫さ

れている。言葉、絵、動作などの表現活動があり、国語、音楽、図工などと関連して取り

組める内容となっている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、「ぐんぐんポケット」の上・下巻「おぼえてあん

ぜん」で安全問題を、下巻「ちきゅうとなかよし」で環境問題を詳しく扱っている。 

 次に、『せいかつ』（一般社団法人信州教育出版社）については、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）についてでございますが、取扱内容・内

容の程度については、上巻「わたしのがっこう」で学校の様子を写真とイラストで紹介し、

発表活動は絵と文で紹介されている。下巻「もっとたんけん もっとはっけん」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

の町の様子をイラストで紹介しており季節の移り変わりが理解できるよう工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮さ

れている。車いすに乗る障がい者のイラストがあり、障がい者理解についての認識が培わ

れるよう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、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。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、植物や野菜を育てる学習にお

いて、ページをめくる毎に成長の様子がわかるよう工夫されている。 

 下巻の巻末に四季の町の様子をイラストで紹介し、季節の移り変わりがわかるよう工夫

されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、安全問題について触れられている。言葉、絵、作

文などの表現活動があり、国語、図工等と関連して取り組める内容となっている。 

 次に、『わくわくせいかつ いきいきせいかつ』（株式会社新興出版社啓林館）につい

てでございますが、取扱内容・内容の程度については、上巻の「いちねんせいになった

よ」で、家を出てから学校に行くまでの通学路で、様々な人との出会いや挨拶というコミ

ュニケーションによるつながりの大切さが考え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もてるような教材になってい

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
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深めながら、「町のすてきをつたえ合おう」と自分たちの地域を愛する心を育てる工夫が

されている。また、全体的にどの課題も「発見」、「工夫」、「気づき」、「発表」と一

連の流れを考えることができるよう工夫されている。さらに、自分を見つめ、未来の自分

を想像し、希望をもって学習をすすめることができるよう工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮し

ているとともに、自己肯定感が高められるよう配慮されている。上・下巻ともに外国にル

ーツのある児童や人々が描かれていたり、日本の遊びに似た外国の遊びが紹介されたりし

て、国際理解についての認識が培われるよう配慮されている。また、学校や社会生活の中

に車いすに乗った障がい者が描かれており、障がい者理解についての認識が培われるよう

配慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童の興味や関心を生かした学習活動を展開していくの

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が適切に配分されて

いる。栽培学習が１、２年で継続して取り組める内容になっている。 

 また、児童が、「みつけたいな。」、「行ってみたいな。」と思える内容になっており、

社会や自然とのつながりを意識させる構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、問題解決のための情報収集の

仕方や地域の人との交流活動等を取り上げている。教科書の右ページに、「あぶない」、

「こんなときどうしよう」と写真やイラストで考えさせることができるよう工夫されてい

る。また、教科書の巻末に「いきいきずかん」があり、植物の観察の仕方や、生き物の飼

い方、育てた野菜の調理方法、道具の使い方など、学習や生活に役立つ内容が提示されて

いる。 

 今日的な課題の取り扱いについては、教科書の巻末の「わくわくずかん上」、「いきい

きずかん下」でコミュニケーション能力を育てるために、話し方、聞き方、伝え方が示さ

れている。また、お礼の手紙の書き方やファックス、電子メールについても触れられてい

る。また、「ひとつぶのたねから」、「おいしい野菜をそだてよう」などで、調べ学習を

通して児童が命の大切さに気づけ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、最も適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『わたしたちとせいかつ』（日本文教出版株式会社）についてでございますが、

取扱内容・内容の程度については、上巻では「いちねんせいになったら」は、スタートカ

リキュラムのページを設けており、保幼との接続がスムーズにいくよう配慮されており、

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となっている。下巻の「発見！

町へとび出そう」では、町探検をする際の計画や注意事項、まとめのポイントが流れに沿

って紹介されている。 

 人権等の取り扱いについては、生命を尊重し、他人を思いやる心を育てる観点に配慮さ

れている。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培われるよ

う配慮されている。また、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培われるよう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、児童の興味や関心を活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。 
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 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、植物を育てる教材では育て方

や植え方、種と花の様子や成長過程がわかるよう工夫されている。上・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、児童の学習の手立てとなるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、上巻の「なんでもずかん」で、日本の伝統的な祭

りや文化に触れたり、下巻の「なんでもずかん」では、緊急避難対応についての記述や、

食育に関する情報が掲載されたりしている。また、環境問題や安全問題を詳しく扱ってい

る。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「生活」について、選定委員会での主な意見等を聞かせてい

ただきましたが、委員の皆様方から、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【御喜田委員】 生活については、子どもたちの生活に密着した内容なので、そのことに

重点を置いて教科書を見せてもらいました。 

 特に、幼・保・小の連携で、スムーズに学校生活を送れる内容になっているか、子ども

たちにとって、幼稚園、保育園から小学校にあがるのは大きな段差だと思いますので、そ

のようなところが書かれている教科書かどうかについて見させてもらいました。 

 その中で、日本文教出版の教科書はスタートカリキュラムがついていて、幼・保・小の

連携がスムーズにいきやすいように配慮されているのではないかと思いました。また、子

どもの気づきや言語活動を十分行えるように配慮されており、活動だけで終わることなく、

ふりかえりやまとめまでしっかりしていると感じました。さらに、１年生の上巻１２８ペ

ージには、八尾市の河内音頭まつりが載っており、下巻１１８ページには、バリアフリー

先進市として東大阪市が載っているので、とても身近な内容だなとうれしく思いました。 

 一方、東京書籍の教科書にもスタートブックがついていて、１日の学校の流れが紹介さ

れているので、スムーズな連携ができるのではないかと思いました。また、内容も全体的

に単元としてまとまっており、ふりかえりの内容もあって、とてもいいと思いました。例

えば、上巻３０ページにはヒマワリの観察日誌を本のようにして、下巻ではその本のよう

にしているものを発展して新聞にすることで、習ったことを次につなげる内容になってい

るのもいいと思いました。さらに、下巻の「１年生をむかえよう」では、招待したことを

振り返ろうという項目があって、幼稚園の年長児が小学校の体験に来たときに準備をどう

したらいいか、また、そのときにどのようなことを思ったかというような振り返る場面な

ども載っているので、幼・保・小の連携がより充実した内容になっているのではないかと

思いました。 

 

【木下委員】 生活の教科書については、１、２年が対象になりますので、写真や絵がと

ても多く、子どもの写真をどう扱うのかというところが教科書採択の１つのポイントにな

ると思っています。その写真の取り上げ方によって、クラスの中でその写真が話題になる

こともあり得るだろうと思います。 

 そのような意味で、写真の扱いを見ると、どれがよくて、どれが悪いと言えるほど具体
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ではありませんが、表紙になっているのは啓林館の教科書だけで、他の教科書は全部子ど

もの絵になっていますので、ここに特徴があると思います。 

 あと、学習の仕方については、実際に、上は１年、下は２年という使い方をされている

と思います。そうすれば、どこの教科書にも上の最後に「新しい１年生を迎えよう」とい

う部分があり、１年生を迎える計画を作ります。そして、下の最初に、それの振り返りが

何かあるかと見てみると、大体はなくて、計画したところで終わっています。この点で、

東京書籍の教科書については、次の新しい１年生になる保育所、幼稚園の子を招待して、

自分たちと保育園、幼稚園の子を比べて、自分の成長を振り返り、２年生の期待につない

でいるので、特徴ある取組みになるのではないかと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 生活については、答申の中で方向性が出ていると思いますが、

それぞれのよさを見てしまうと、非常に決めにくいと思いました。 

まず、啓林館の教科書を見せていただくと、いきいき、わくわくした活動について伝え

ることを強調されている部分がいいと思いました。また、付録のような感じで、自然図鑑、

自然遊び、昔遊び、安心遊びという遊びがあり、自然、友達を大切にし、過去と現在、未

来に向かっていくというテーマを大事にしていると思いました。 

 次に、東京書籍の教科書については、単元のとり方が非常にしっかりしているように見

えました。また、写真も美しく、いろんなものを見つけていく、話していく、共有する部

分は良い手立てではないかと思いました。その中で、みんなで歩く通学路において、自然、

安全の取組みに触れている部分もいいと思いました。それから、現在使われているパソコ

ン、電子黒板に触れる部分の取り上げ方については、先生が指導すると思いますが、将来

においてはそれが使われていく時代に入っていくと思いました。 

ただ、大日本図書の教科書については、そのようなところのまとめが少し弱いように見

えました。また、自分を守るという部分がありますが、この部分をもっと訴えてもいいの

ではないかと感じました。 

 

【浦上教育長】 生活の教科書を見せていただき、啓林館、東京書籍、日本文教出版の３

社の教科書がいいと思いました。 

 「生活」では、子どもたちが新１年生として入ってきて、身近な生活の中で自然をしっ

かりと感じ取れる。入学するにあたって、小学校のことが写真などでしっかりと明記され

ている。また、子どもたちが入学して、安全に生活ができるという視点が入っているかど

うかを見ました。 

 まず、啓林館の教科書については、子どもの写真が非常に多く、とても良い表情をして

います。例えば、いろんなことを発見したときの喜びや楽しさが写真で表現されており、

イラストと写真がマッチしていると感じました。子どもたちもこれからいろいろ勉強して

みよう、あるいは調べてみようという関心が高まると思いました。また、春夏秋冬を表わ

している季節感のある写真も載っていると思いました。それと、生活探検ブックがありま

して、その中で、「約束」、「危ない」という記述があり、安全面の大切さについても掲

載されていました。 

 次に、東京書籍の教科書については通学路の安全確保が載っています。子ども１１０番
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の店については、保護者から子どもたちに教えていると思いますが、保護者の中には知ら

ない方もおられると思いますので、子ども１１０番の店の紹介を３ページにわたってされ

ている部分は非常にいいと思いました。また、学校の安全については、防災倉庫、ＡＥＤ

を表記して、それを子どもたちに教えることはとても大事ではないかと思いました。写真

については、啓林館と同じように、写真やイラストがとてもよく、子どもたちの興味を引

くと思いました。あと、１、２年生の子どもたちの工夫・創造する力を高められるような

部分が、上の７２、７３、７６、７７ページに書かれておりました。それから、新しい１

年生を迎えようということで、自分が生活してきた幼稚園の子どもや保育所の子どもが１

年生として入ってきたときに、どのようなことを教えてあげようなど、発表の記載が非常

に多く、これは他の教科書にはない良いところではないかと思いました。その他にも、

「ポケットずかん」が切り取れるようになっており、工夫されていると思いました。 

 最後に、日本文教出版の教科書については、１２２ページから、子どもたちの安全に関

わることが書かれており、安全教室のこともしっかり書かれているのでいいと思いました。 

 以上、３つの教科書のうちから１つ選択するとなれば、東京書籍の教科書がよいのでは

ないかと思います。 

 

【百瀨委員長】 「生活」の教科書については、東書書籍、啓林館、日本文教出版の３社

があがっておりますが、そのあたりで、もう少しご意見ございましたら聞かせていただき

たいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 私は、東京書籍の教科書がよいのではないかと思っておりま

す。１年生を迎えて、自分の振り返り、明日へのジャンプ、これが「生活」の中で一番大

事ではないかと思います。また、自然や安全・安心の部分もしっかり書かれており、写真

の美しさについては、ユニバーサルデザインを導入されていますので、この教科書を勧め

たいと思います。 

 

【浦上教育長】 ユニバーサルデザインは非常に大事にされておりまして、国からもこの

部分をしっかり配慮した上で教科書を採択するように通知があったと思います。その中で、

特に、東京書籍の教科書のイラストはきつい色がなく、奇抜ではないので受け入れやすい

と思います。特に、障がいのある子どもたちにとってはきつい色を見たときにパニックに

なってしまう場面がありますので、そのあたりは、相当配慮されているように思いました。

他の教科書もいろんな配慮をされていますが、東京書籍の教科書については、ページをめ

くっていてそのように感じました。 

 

【百瀨委員長】 「生活」については、自らが気づいて、問いをまた作っていく部分が大

事になると思っております。そのようなことで、各委員のご意見を聞かせていただき、

「生活」につきましては、東京書籍株式会社の『新編 新しい生活』が最適であるという

ご意見を聞かせていただきました。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。 
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【百瀨委員長】 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、東京書籍株式会社の『新編 新しい生活』を採択することが適当と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「音楽」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「音楽」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「音楽」についてご説明いたします。 

 はじめに、『小学音楽 音楽のおくりもの』（教育出版株式会社）についてでございま

すが、取扱内容・内容の程度については、各学年に応じた適切な教材を用意し、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うこ

とができるように工夫されている。児童の生活や心情に即した教材を取り上げており、興

味深く学習できるよう配慮されている。また、表現・鑑賞ともに精選した教材が選択され

ている。「音楽ランド」に歌や合奏曲がまとめられており、児童の実態に応じて弾力的に

取り扱うことのできる内容が示されている。 

 人権等の取り扱いについては、世界の音楽の中から精選された教材は、原語で歌うこと

ができるように工夫されている。音楽ランドの全校合唱曲で「手話」を取り上げており、

全校児童が手話に親しむことができるような構成になっている。 

 組織・配列・分量については、学習指導要領に示されている各学年の目標及び内容を踏

まえた教材配列となっている。相互に関連性をもった教材の配列により、児童が興味や関

心をもって意欲的に学習を進めることができるよう配慮されており、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配列されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、折り込みを使ったワイドな紙

面と美しい写真で、児童を楽曲の世界へ引きつける魅力的なものとなっている。巻末には

楽器図鑑などが組み込まれており、児童が学習を進める上で参考になる内容となっている。 

また、リコーダーの運指については巻末に見開きの大きな紙面となってまとめられている

ため、学習を進めながら確認することができる構成になっている。１年の学習において、

鍵盤ハーモニカのケースを譜面台のかわりに使うときは、楽器と鍵盤図がぴたりと合い、

児童自身が練習しやすいよう工夫されており、導入資料がていねいに扱われている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、共通事項「音楽のもと」について、各学年に応じ

てイラストや説明を工夫し、分かりやすくまとめられている。「音楽を表すいろいろな言

葉」の例が掲載されており、音楽を聴いて感じたことを、言葉でも表現できる力を育成す

るための工夫が見られる。また、世代を超えて受け継がれてきた曲が各学年にあり、「に

っぽんのうた・みんなのうた」としてまとめられており、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。 

 次に、『小学生の音楽』（株式会社教育芸術社）についてでございますが、取扱内容・

内容の程度については、音楽的な能力を段階的に無理なく身につけていくために、各学年

に応じて適切な教材を用意し、６年間を通して系統的に学習できるような構成となってい

る。また、楽曲や歌詞の内容、音域などについても、児童の心身の発達段階に十分考慮し、

歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞がバランスよく構成されている。また、大阪府の民謡の紹
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介で、河内音頭が取り上げられており、より身近な教材となっている。階名唱・合唱など

の歌唱の技能や、鍵盤ハーモニカやリコーダーなどの演奏技能については、発達段階を考

慮した無理のない内容が取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、５・６年の「世界の音楽」では、国際理解の視点からも

それぞれの文化の一端にふれる学習が、２年間に渡って学習できる構成となっている。ま

た、５年の朝鮮半島民謡「アリラン」や中国民謡「まつり花」を掲載し、同じアジアの近

隣諸国の曲にも触れることができる内容となっている。道徳的心情をテーマにした歌唱曲

も取り上げており、人権を尊重する観点から適切に配慮されている。 

 組織・配列・分量については、鑑賞教材を精選し、３年で金管楽器、４年で木管楽器、

５年で弦楽器、６年でオーケストラの学習となっており、系統性があり、楽器の学習もし

やすく構成されている。曲と曲の対比や関連が工夫されており、一つの曲の学習が次の学

習に繋がるようになっている。また、鑑賞活動の学習と表現活動の学習が相互に活かされ

るよう配慮されているので、効果的に学習することができる構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、リズム打ちや、音楽づくりで

は、拍とリズムが混同しないよう、拍を図で記載するなどの工夫が見られ、視覚的に児童

が理解できるよう配慮されている。 

 巻末のふり返りページやリコーダーの運指表・楽典事項・鑑賞資料がとても見やすくま

とめられており、児童が主体的に学習できるよう配慮されている。各学年に「ダン」くん

が登場し、児童が親しみやすいキャラクターのふき出しで活動のポイントが提示されてい

る。 

 今日的な課題の取り扱いについては、５年の日本の音楽に親しむ学習では、「春の海」

の教材とは別に、和楽器「箏」の演奏方法を巻末に示しているため理解しやすく、児童が

興味を持って取り組める内容となっている。共通教材については、「こころのうた」とし

てまとめられており、説明文や情景写真を活用しながら、児童が我が国の文化について理

解を深め、感性豊かに歌えるよう配慮されている。また、各学年に、「歌いつごう日本の

歌」として童謡や唱歌などが取り上げられており、世代を超えて日本の音楽文化を共有す

ることができ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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「音楽」について、選定委員会での主な意見の説明がありま

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。 

 

【木下委員】 どちらの教科書も子どもたちが楽しく歌い、楽しく鑑賞し、楽しく楽器も

演奏できることをめざしていると思いますが、教育芸術社の教科書を読むと、そのとおり

にやっていけば、歌える力がついていくような構成になっていると感じました。 

 

【御喜田委員】 私も両方の教科書を見比べさせてもらいましたが、ユニバーサルデザイ

ンをどちらの教科書も考えておられて、子どもたちが興味を持ちやすい教科書になってい
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ると思います。６年間を通じて見たときには、教育芸術社の教科書のほうが系統立ててい

るので、次に発展しやすい教科書になっていると思います。 

 

【浦上教育長】 教育出版の教科書には、１年生から６年生まで、子どもたちに君が代の

意味を説明する内容が表記されており、それぞれの学年の君が代のページだけ、印刷の仕

方を変えて特徴を出しているので、それぞれの学年に応じて、その意味を子どもたちに伝

えるようになっていると思います。あと、手話を相当取り入れているのでいいと思いまし

た。 

 また、１、２、３年と経過していく中で、まず、歌うことが好きになる、音楽を聴くこ

とが好きになることが大切になると思います。中学生になると、楽譜を見るのも嫌になる

子どもが出てくるので、それを防ぐために、教育芸術社の教科書は、系統立てて、１年生

から音楽の楽しさが伝わるようにしていると思います。 

 音楽の専門ではありませんが、子どもたちの小学校から中学校までの９年間の学びのこ

とを考えると、教育芸術社のほうがよいのではないかと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、音楽の教科書を見たときに、６年間の学びと導入がポ

イントになるのではないかと感じました。特に、小学校６年生から中学校１年生になり、

譜面に対して拒否感を持つ人も多いのではないかと思いますので、教科書においてどのよ

うに導入していくのかというのがポイントになります。 

例えば、最初に取り上げるときに、「ド」から入るのか、「シ」から入るのかわからな

いというだけで、わけがわからなくなることもあります。 

この点から教科書を見ると、教育出版社の教科書は、１学年ごとには飛びつきやすいの

ですが、６年間の学びとして統一されていくのかなという不安を感じました。一方、この

教科書のよいところは、例えば、５年生に入ったときに、五嶋みどりさんが掲載されてお

り、心から心へというメッセージをきちんと伝えて、６年生になったときには辻井さんを

載せられています。つまり、教科書に魅力があるところを打ち出しているので、非常にい

いと思いました。ただ、６年生に入ったときに、ベートーベンの「運命」をとても細かく

取り上げていますが、なぜそこまで専門的に取り上げているのかというところにひっかか

りました。また、４年生においても、とても専門的な部分が入っているように感じました。 

 このような意味において、教育芸術社の教科書については、教科書としてオーソドック

スな感じがします。ただ、その中にも新しいものと古いものを意識して、６年間を系統立

てており、１年生では鍵盤ハーモニカを使って「ド」と「ソ」の音だけからスタートし、

３年生になったときにはリコーダーで、「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド」を使って

いるので、楽器に触れながらゆっくり進めることができると思います。また、答申書にあ

りますように、４、５、６年生のポイントもきちんと押さえられていると思いました。例

えば、４年生では、五つの音で音階ができることをきちんと説明しており、５年生では、

初めて短調を示しているのがいいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 各委員のご意見を聞かせていただく中で、「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ご意見が多いかと思います。こ
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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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、「音楽」の教科書につきましては、

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。 

 それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 議事を再開いたします。続きまして、種目「図画工作」について審議い

たします。菊池課長より、答申の「図画工作」について説明をお願いいたします。 

 

【菊池指導課長】 種目「図画工作」についてご説明いたします。 

 はじめに、『図画工作』（開隆堂出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・

内容の程度については、教材が多岐にわたって豊富に掲載されている。自由な発想が出来

る教材を多く取り入れ、子どもの学習意欲が高められるよう工夫されている。また、用具

や材料の使い方を児童が理解しやすいように詳しく記載されている。 

 人権等の取り扱いについては、共同制作する作品を取り扱っているので、制作過程で児

童が互いに認め合える内容となっている。 

 組織・配列・分量については、紹介されている作品が精選されており、学年ごとに内容

のつながる配列になっている。道具の使い方がわかりやすく説明されている。また、鑑賞

できる作品が多く、児童の想像力を育てることができるように配列されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、作者が掲載されており、創作

の楽しさが伝わる内容であり、次の創作意欲にもつながるような素材集めなども提案され

ている。また、廃材や自然材、布や紙などを使用し、それぞれの特徴を活かしての作品づ

くりが紹介されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、プロの発想に学び、自由に作る大らかさを育てる

ことができる内容となっている。単元ごとにふりかえりがあり、自分の作品に対してもう

一度見つめることができるよう工夫されている。 

 次に、『図画工作』（日本文教出版株式会社）についてでございますが、取扱内容・内

容の程度については、１・２年では「はさみの使い方」、５、６年では「電動糸のこぎ

り」の使い方を具体的に説明しており、道具の使い方と安全に配慮した内容となっている。 

「図画工作の広がり」では、美術館の紹介とともに、様々な作品に出合ったり、その作品

のもつ歴史や背景も紹介したり、児童の感性をくすぶるよう工夫されている。また、日本

の伝統的な作品を紹介し、和の心にも接することができる内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、平和や人権を尊重する人格の形成を図る作品が取り上げ

られており、より適切な教材となっている。 

 組織・配列・分量については、各学年の程度に合わせた配列や分量になっている。他の

教材の発展的な学習をしていくうえで、有効な教材が多く取り上げられている。また、各

単元において「楽しんですること」、「考えること」、「くふうすること」、「見たり感
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じたりすること」など、学習のめあてが明確に示されており、児童が見通しをもちながら

学習することができる構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、児童の創作する表情が豊かで、

作品を楽しく作ろうとする意欲がわくとりあげ方になっている。また、紹介されている児

童の作品や写真は、実際の授業で撮影されたものが使用されているので、わかりやすく、

児童の関心や意欲を高める工夫がなされている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、体験的な活動が少ない児童にとって、安全に作品

を仕上げていく方法が分かりやすく掲載されている。また、砂遊びや粘土を用いた想像力

を育む内容が豊富であり、思考力を高めながら創作できる内容となっている。 

 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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「図画工作」について、選定委員会の主な意見の説明があり

ましたが、委員の先生方、何かご意見等ございましたら出していただきたいと思います。 

 

【御喜田委員】 まず、２つの教科書ともに色彩がとても鮮やかで、子どもの思いや工夫

が溢れた作品がたくさん載っていると思いました。 

 まず、日本文教出版の教科書には、子どもたちが作ったような作品がたくさん載ってい

ると思いました。例えば、１、２年生の上巻２０ページでは、１、２年生の子がつくった

ようなキリン、カバ、鯨などの動物の作品が載っていますが、開隆堂の教科書では、１、

２年生の上の１８ページに、同じように動物の作品が載っていますが、１年生の子どもが

作ったものではなく、大人の方の作品が少し載っていると思いました。 

 あと、絵もたくさん載っていますが、「風神雷神」の絵をとても興味深く見ました。額

縁のほうまで載っているのが日本文教出版の教科書になり、色彩も見比べてみると、日本

文教出版の教科書は、自分がその絵の前に立っているかのような写真が載っているので、

すばらしいと思いました。 

 また、カッターやはさみの使い方、安全面などの細かい説明が載っているのも日本文教

出版の教科書ではないかと感じました。 

 

【木下委員】 図画工作については、好みの問題になったら申しわけないところがあるの

ですが、２つの教科書ともに色彩を工夫されていると思いました。ただ、子どもの作品の

取り上げ方、制作しているときの子どもの表情の撮り方については、日本文教出版の教科

書が優れていると感じました。また、構成のすっきりさや色の鮮やかさについても、日本

文教出版のほうに見られました。 

 

【浦上教育長】 まず、小学校へ入ってきた子どもたちには、図工を好きになってほしい

と思いますので、１、２年生の上を中心に見せてもらいました。 

 ２つの教科書は、それぞれの分野、単元ごとにいろんな工夫をされていますが、特に、

日本文教出版のほうがきめ細かに整理し、子どもも見やすい、先生も教えやすい教科書で
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はないかと感じました。一方、開隆堂のほうは色彩がとても鮮やかですが、鮮やか過ぎて、

焦点がぼけてしまっているようなイメージも少しありました。 

 それと、６年生の図工の教科書を見ますと、中学校の技術への導入にもなるページがあ

ります。特に、日本文教出版の教科書には、カムの仕組みと作り方、やすりがけの仕方、

塗装、木の接合、インターネットまで詳しく書かれており、中学校の技術における木材加

工、金属加工、あるいは電気関係、機械関係の一部分が入っていることは、導入の面では

とてもいいと思いました。開隆堂の教科書にもその点は明記されていますが、糸のこぎり

の使い方、金づち、やすり、ドライバー、塗装など、木工分野のみになっているイメージ

を受けました。 

 最後に、道具の安全な使い方については、両教科書会社ともにきっちりと記載されてい

ました。特に、開隆堂の教科書には、はさみの安全な使い方をしっかりと明記されており、

小学校でははさみをよく使いますので、その点でもいいと思いました。一方、日本文教出

版の教科書では、「気をつけよう」いうところで片づけのコーナーがありました。安全面

の配慮と後片づけをする態度を養うという面では非常にいいと思います。工作は、最初か

ら後片づけの時間までになりますので、そのあたりをしっかり把握されているイメージを

受けました。 

 これらの視点から教科書を見ると、日本文教出版の教科書がいいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 「図画工作」については、私も日本文教出版の教科書がいい

と思っております。 

 図工の教科書では、先ほどから出ていますように、実際に、子どもが表現している作品

を見て、子どもたちが期待感を持ち、ファンタスティックな世界に導いてくれる部分が大

事ではないかと思っております。また、教育長がおっしゃったように、道具を使うので、

安全な使い方をきちんと説明することも大事ではないかと思いました。 

 まず、開隆堂の場合は、１、２年生のテーマ出しはとてもいいと思いましたが、友達、

先生とともに考える部分がちょっと少ないように感じました。また、ページのインパクト

が強いので、次のページとのつながりが見えなくなってしまっているように感じました。 

 一方、日本文教出版の場合は、自分の好みになってしまいますが、「ゲルニカ」、「鳥

獣人物戯画」についての解説があり、子どもたちが実際に見て、感じて、考えて、発表し

ていくように取り上げているのがいいと思いました。だから、先ほど申し上げたように、

子どもたちの思いや工夫の中で作られた作品が実際に掲載されているのもいいと感じまし

た。それと、中学校に向けての準備が載っている部分もとても参考になると思いました。 

 これらの点から、日本文教出版の教科書がよいのではないかと思いました。 

 

【百瀨委員長】 委員の皆様方の声を聞きますと、「図画工作」につきましては、日本文

教出版株式会社の『図画工作』というご意見が多かったと思いますが、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。 
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【百瀨委員長】 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。 

 

【百瀨委員長】 次に、種目「家庭」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「家庭」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「家庭」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい家庭』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、今までの学習と関連づけてあるので学習に取り組みやすく、

写真が大きく巻末資料が見やすくなっている。「ミシンの使い方」や「玉どめ、玉結びの

仕方」が写真や絵と言葉でわかりやすく説明されており、児童が主体的に家庭で実践する

力を身につけることができるよう工夫されている。 

 人権等の取り扱いについては、老若男女がいろいろ家事に携わっている場面や、外国の

児童も掲載されているなど、国際的な構成になっている。 

 組織・配列・分量については、夏と冬の暮らしを同じ学年で学習することで、児童が学

習しやすい配列になっている。５年生の導入期には、家庭生活と家族のかかわりを考える

場面があり、家族の一員として家庭生活をよりよいものにしていこうとする態度を養うこ

とができる配列になっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、重要な文章の濃さの対比を明

確にし、見やすくなるよう配慮されている。参考資料として、「プロに聞く」、「日本の

伝統」をわかりやすく取り上げ、家庭科で学習する内容がプロの職人や日本の文化の視点

で説明され、児童にとって説得力のあるコラムとなっている。また、巻末の「いつもたし

かめよう」では実物大の写真が、右利き・左利き用の両方が掲載されており、児童の実態

に応じて学習できるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、対比したサーモグラフィーが取り上げられている

ことにより、グリーンカーテンや打ち水の効果がわかりやすい内容となっている。また、

今日的な課題とされている環境災害にも目を向けた記述が多い構成となっている。 

 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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『小学校わたしたちの家庭科』（開隆堂出版株式会社）についてでございますが、

取扱内容・内容の程度については、マスコットキャラクターを活用し、児童の目線にたっ

てアドバイスしたり、学習を進めたりしており、学習に取り組みやすいよう工夫されてい

る。随所にチャレンジコーナーがあり、児童の意欲がかきたてられるよう工夫されている。

また、郷土料理や雑煮など、伝統的な食文化が日本地図とともに写真で示されており、日

本の食文化を理解できる内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、家族団欒の場面が多く、老若男女がいろいろな家事に携

わっている場面を取り上げている。また、「共に生きる」という単元が設定されており、

様々な立場の人々と支え合う大切さに気付くことができる内容になっている。 

 組織・配列・分量については、季節、時期と学習配置が合っており、項目を細かく分け

て丁寧に指導できるような配列になっている。また、家庭科の他の単元にもリンクしてお
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り、見直し、考えを深めることができる構成となっている。さらに、社会科、理科などの

他教科とも関連付けられ、考えを深めることができる内容となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、「ひと口メモ」により、言葉

の説明や内容の詳細が取り上げられている。児童が知識を理解したり、技能を習得したり

する手立てとなっている。項目ごとにインデックスが色分けされており、分かりやすくな

るよう工夫がされている。また、ふきだしを効果的に活用し、学習ポイントがわかりやす

く示されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、エコやリサイクルなど環境に目がむけられるよう

工夫されている。調理の単元では、食物アレルギーの確認ということにも配慮されている。

また、今日的課題とされている環境災害にも目を向けた記述が多い構成となっている。 

 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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 種目「家庭」について、選定委員会での主な意見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。 

 

【木下委員】 家庭については、両出版会社の教科書ともに、家庭生活に密着しながら、

衣・食・住に関わる基本的なことが子どもたち自身でできるようになり、家族の一員とし

て活躍していくことにつなげる工夫をされていると思いました。また、どちらもイラスト

が入っており、写真もきれいで、物の使い方も載っていると思いました。 

 そこで、買い物の面を比べてみると、東京書籍の教科書では「めざそう買い物名人」、

一方、開隆堂の教科書では「じょうずに使おうお金と物」となっており、家庭でのお金の

使い方の中に買い物があるという位置づけをしているので、より大きく家庭生活と社会を

結びつけて捉えようとしている面が見られると思いました。 

 

【御喜田委員】 私も両方の教科書を見比べさせていただきましたが、どちらもよいとこ

ろがあり、少し疑問に思うところもありました。 

 東京書籍の教科書の最初の見開きのページに「成長の記録」があり、自分自身で見直し

ができて、通知簿をつけるところはとてもおもしろいと思いました。あと、イラストも今

どきのかわいらしいイラストなのでいいと思いました。 

ただ、先ほど、木下委員もおっしゃったように、お金の使い方の部分で、開隆堂の説明

がとてもいいと思いました。また、マークのことも説明してあり、商品券や通信販売のこ

とも載っているので、より詳しく載っているのではないかと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 それぞれの教科書にはインパクト、見やすさ、考えやすさが

あるように思いました。また、先ほども出ていましたように、家庭生活における自分の役

目をきちんと書いていると思いました。 

 まず、東京書籍の場合、食育の部分で弁当づくりがあり、「めざそう買い物名人」では

意思決定の仕方がおもしろいと思いました。また、生活の中で、お茶を入れる、針に糸を
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通す、ご飯を炊くという３点については、自分自身にも役に立つことではないかと思いま

した。また、「いつも確かめよう」で、右利き用と左利き用の両方が取り上げられている

ポイントはいいと思いました。 

 一方、開隆堂の教科書も同じような導き方になっていますが、コンセプトとして料理な

どを取り上げられており、家庭生活に導くようになっていると思います。また、食物アレ

ルギーに関しても取り上げられているのはいいと思いました。あと、お金のこと、クッキ

ング、ソーイング、身の回りのこと、ミシンの使い方などがあり、「家族とほっとタイ

ム」では、家族の中での自分を捉えているポイントがいいと思いました。 

 

【浦上教育長】 「家庭」の教科書については、先ほど、各委員がおっしゃっていた金銭

教育、食育、安全面、工夫の仕方に注目しました。 

 まず、東京書籍の教科書については、食育の観点が「私の仕事と生活時間」の中で一部

触れられていますが、家庭での時間の使い方がしっかり定まっていない子どもたちが多い

中で、そのような指導を小学校低学年からしていかなければならないと思います。だから、

家での基本的生活習慣をしっかりつけるために相当のページを使っているところは、とて

もいいと思いました。また、安全面については、ミシンの安全な使い方、ガスコンロの使

い方を明記されており、非常にわかりやすくていいと思いました。 

 一方、開隆堂の教科書については、２８、２９ページに、物を大切にする習慣をつける

ため、物を生かす工夫が書かれています。また、５３ページの金銭教育の中で、何で落と

し物が減らないのだろうと書かれていますが、物を買うときに、それは誰が作ったのか、

どのような思いで作ったのかというようなことを感じられる子であれば、落とし物をしな

いと思います。そのような教育がなされてない、子どもたちが感じていないから落とし物

があるわけで、そのあたりが明記されているのは非常にいいと思いました。さらに、６２

ページに「家族とほっとタイム」の中で食育について触れられていますが、食べることに

よって健やかな体をつくり、心の安定を保つことが食育の一番大事な部分ではないかと思

っています。また、毎日、家族全員で食卓を囲んで食べる時間がなかなかない中で、子ど

もや親にこのあたりをしっかりと啓発していかければならないと思い、この部分の写真が

とてもいいと思いました。最後に、現在、問題になっている食物アレルギーについても表

記されています。 

 以上のことから、開隆堂の教科書がよいのではないかと思いました。 

 

【百瀨委員長】 委員の皆様方の方向も出ているように思いますので、採決に移りたいと

思います。「家庭」につきましては、開隆堂出版株式会社の『小学校わたしたちの家庭

科』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。 

 

【百瀨委員長】 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、開隆堂出版株式会社の『小学校わたしたちの家庭科』を採択することに決しました。 
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【百瀨委員長】 次に、種目「保健」について審議いたします。菊池課長より、答申の

「保健」について説明願います。 

 

【菊池指導課長】 種目「保健」についてご説明いたします。 

 はじめに、『新編 新しい保健』（東京書籍株式会社）についてでございますが、取扱

内容・内容の程度については、生活に身近な内容や課題をたくさん取り入れており、目標

達成のために適切な内容となっている。学習内容と関連したホームページのアドレスを紹

介し、調べ学習に取り組みやすい内容となっている。また、「広げよう」のページでは、

学習したことを発展させ学習内容を広げることができる工夫となっている。 

 人権等の取り扱いについては、「男は仕事、女は家庭」という昔の固定観念はなく、料

理をする父のイラストや女性警官の写真を掲載するなど、男女共生の観点が取り入れられ

ている。挿絵や写真の男女比がほぼ均等であり、病気の感染に対するきちんとした情報と

ともに、支援団体の紹介も行われている。 

 組織・配列・分量については、学習指導要領に沿った内容がわかりやすく配列されてお

り、分量も適切となっている。単元の中で、「話し合う」場面、「考える」場面など、学

習活動をわかりやすく配列し、問題を解決できる構成となっている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、自分の生活を見詰め直したり、

振り返ったりすることができる課題が設定されている。また、各ページに学習のめあてが

明確に提示されており、学習課題に取り組みやすくなるよう工夫されていたり、「まめち

しき」、「解説」、「資料」として補足内容が記載されたりするなど、学習内容が深まる

よう配慮されている。さらに、学習内容を理解しやすいように文字を大きくしたり、グラ

フや写真を多く掲載したりするなど、効果的に学習できるよう配慮されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、防犯、自転車点検や事故防止、ＡＥＤの使用法な

ど児童を取りまく課題についても記載されている。また、小単元ごとに自分の考えを書く

ことで話し合い活動、調べ学習が提示されており、コミュニケーション能力の育成を促進

し、問題解決学習に取り組むことができる内容となっている。 

 次に、『新版たのしい保健』（大日本図書株式会社）についてでございますが、取扱内

容・内容の程度については、身近な内容がたくさん取り入れられており、各学年に応じて

取り組みやすい内容となっている。各学年で発展内容として「命」を取り上げ、心と体を

大切にする学習を通して生命を尊重するよう配慮されている。 

 人権等の取り扱いについては、「男は仕事、女は家庭」という昔の固定観念はなく、家

事を両親で行っている挿絵があり、男女共生の観点が取り入れられている。また、挿絵や

写真の男女比がほぼ均等となっている。 

 組織・配列・分量については、学習指導要領に沿った内容が配列されており、分量も適

切となっている。また、単元の導入場面で実生活の様子が見開き２ページで構成されてお

り、興味や関心が高まるような配列の工夫がなされている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、自分の生活を見つめ直したり、

振り返ったりすることができる課題が設定されている。健康に生活するための知識を習得

したり、活用したりできるよう工夫されている。また、各ページに「ミニちしき」が記載
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され、学習内容が捕捉されている。さらに、学習内容と関連する他ページや関連教科の単

元、学習内容と関連したホームページのアドレスも記載されており、学習内容を深めたり、

個別学習ができるような配慮もされている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、メールや防犯、自転車点検や事故防止、ＡＥＤの

使用法など児童を取りまく課題についてもわかりやすく記載されている。小単元ごとに自

分の考えを書くことで話し合い活動、調べ学習が提示されており、コミュニケーション能

力の育成を促進し、問題解決学習に取り組むことができるよう構成されている。 

 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、『わたしたちの保健』（株式会社文教社）についてでございますが、取扱内容・

内容の程度については、学年が上がるにしたがって学習内容が難しくなるが、発達段階に

応じて、児童が理解しやすい内容となっている。体力テストや生活習慣病、飲酒による事

故件数など、様々な分野を学習できるようになっている。また、児童の生活につなげた内

容が多く取り扱われ、自分と重ね合わせてこれからの生活を考えることができる内容とな

っている。 

 人権等の取り扱いについては、挿絵や写真の男女比がほぼ均等になるよう配慮されてい

る。病気の感染に対するきちんとした情報とともに、支援団体の紹介もされている。また、

友達や異性との関わり方、そして、生命を尊重する大切さが記載されている。 

 組織・配列・分量については、学習指導要領に沿った内容が配列され、分量も適切な内

容となっており、学年に応じて、学ぶべき必要な事項がコンパクトにまとめられている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、体力テストと関連する情報が

記載されている。また、学習のまとめとして発展的な学習ができるようになっており、自

主的に学習できるように工夫されている。さらに、単元ごとに「考えてみよう」、「やっ

てみよう」など児童の多様な学習活動ができるように構成されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、自分の体について学ぶだけでなく、薬物乱用によ

る体への害や東日本大震災を通して、自分ができることを学べるようになっている。また、

アスリートの体験談が記載され、キャリア教育にも連動している。ＡＥＤの紹介と必要性

についても記載されている。 

 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、より適切な教科書で

あると思われる。 

 次に、『みんなの保健』（株式会社学研教育みらい）についてでございますが、取扱内

容・内容の程度については、学習指導要領に沿っており、学習内容を自分に置き換えて取

り組めるようになっている。様々な発展学習（自然災害に備えて、医学や保健の分野での

日本人の世界的な活躍など）をコンパクトに記載しており、児童が興味や関心をもって取

り組めるような学習内容となっている。 

 人権等の取り扱いについては、男女共生の観点から適切に記載されている。また、挿絵

や写真の男女比がほぼ均等に配慮されている。 

 組織・配列・分量については、見開きで１単位時間という構成から、見通しを持って学

習できる構成となっている。また、見やすい資料やイラストが適切に記載されており、学

習効果の向上が期待できる内容となっている。 
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 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、単元ごとに「調べてみよう」、

「ふりかえってみよう」など、学習内容が見通しやすくなっている。また、「かつよう」

コーナーでは、地域や家庭での課題場面が紹介され、学習したことを生活の場面で活用で

きるよう工夫されていたり、イラストや、写真、図表と本文がバランスよく配置されるな

ど、児童が学習活動に取り組みやすいよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、デジタル機器の使用に関する健康問題やトラブル

について、学習内容と適切に関連付けられている。ＡＥＤの紹介と必要性についても記載

されている。 

 次に、『新版 小学保健』（株式会社光文書院）についてでございますが、取扱内容・

内容の程度については、「けんこうってすばらしい」や「みつめよう健康」を表紙に示し、

自分の体や健康に焦点をあてて学習できる内容となっている。また、学習指導要領に沿っ

ており、内容が具体化され身近な生活と関連する内容となっている。さらに、病気の感染

に対する正確な情報が記載され、防災安全教育の学習内容も充実している。 

 人権等の取り扱いについては、男女共生の観点からも適切に記載されている。挿絵や写

真の男女比がほぼ均等になるよう配慮されている。 

 組織・配列・分量については、学習指導要領に沿った内容が配列されており、分量も適

切になるよう配慮されている。また、資料がわかりやすく、児童にとってインパクトのあ

る写真が効果的に掲載されたり、学習のめあてが提示されたりしており、自主的な課題解

決学習に取り組めるよう工夫されている。 

 創意工夫している点や参考資料のとりあげ方については、薬物乱用の害の学習において

「ＭＤＭＡ」を紹介するなど、最近の社会問題を取り扱い、自分の体と健康を守るための

手立てを写真や絵を効果的に活用しながら示すよう工夫されている。また、各ページの下

の欄に用語の説明や解説を記載し、理解を促すよう工夫されている。さらに、話し合いや

自分が考えたことを記述する活動を多く取り入れ、言語活動を高めつつ学習内容を理解で

きるよう工夫されている。学習課題が「つかむ」で明示され、イラストや、写真、図表、

チェック欄なども豊富に取り入れられ、児童が学習活動に取り組みやすくなるよう工夫さ

れている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、防災教育について具体的に記述されており、内容、

量ともに充実している。また、ストレスやインターネットなどの社会課題についても「は

ってん」で取り扱うことにより、児童自ら考えられるよう工夫されている。ＡＥＤの紹介

と必要性についても記載されている。さらに、学習内容と関連したホームページのアドレ

スが紹介され、調べ学習に取り組みやすくな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、最も適切な教科書で

あると思われる。 

 以上でございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「保健」について、選定委員会での主な意見の説明がありま

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。 

 

【木下委員】 答申書にもありましたように、保健については、健康な生活を過ごすこと
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が今日の課題になっています。例えば、ＡＥＤの活用法、薬物の問題、飲酒、喫煙、あら

ゆるものを各教科書が取り上げて説明していると思いました。 

 その中で、３、４年生のときに体の成長を扱いますが、体の成長とともに思春期に入っ

ていく、つまり、心の変化について書いている教科書は文教社と光文書院になります。や

はり、体の変化が心の変化を引き起こすことは、この年代の子どもたちの特徴の１つなの

で、非常に大きな成長期のところをきっちりと捉えていくことは必要ではないかと思いま

した。 

 この２社を見てみると、光文書院は非常にコンパクトでいいと思います。大判が必ずし

もいいということでもないと思いますので、光文書院がいいと考えています。 

 

【御喜田委員】 私もいろいろな教科書を見比べました。 

まず、大日本図書の教科書については、５、６年生の心の健康の部分で、「自分と友達

のよいところを見つけよう」という項目があります。その中で、自分の友達のよいところ

をカードに書き、それを花束のようにして本人に渡し、みんながよいところを見つけてく

れてどのような気持ちになるかという取組みはいいと思いました。 

 あと、光文書院の教科書については、イラストがとても見やすく、レイアウトもとても

工夫されていると思いました。特に、５、６年生で地震や津波から身を守るというイラス

トをわかりやすく描いていて、うまくレイアウトもされているので、子どもたちが素直に

理解できる内容になっていると思いました。あと、病気の予防のところで、熱中症につい

て書いてあるので、今の時代に合っていると思いました。 

 

【浦上教育長】 保健についてもすべての教科書を見せていただき、光文図書、大日本図

書、文教社が候補に入っておりました。 

 光文書院の教科書については、「健康」をキーワードにしている感じがしました。特に

表紙については「見つめよう健康」が５、６年用、「けんこうってすばらしい」が３、４

年用になり、「健康」をキーワードにされているイメージがありました。その中で、５ペ

ージに、心の安定と食育の関係について明記されています。また、今の子どもたちの実態

から、自己肯定感をしっかりつけていかなければならないということで、１０ページに

「自分の「よさ」を見つけよう！」という表題があります。これもとても大事なことでは

ないかと思います。さらに、他の教科書でも取り上げられていますが、地震や津波から身

を守る、たばこの害、アルコール、薬物乱用という部分も示されているのでいいと思いま

した。 

 文教社の教科書については、心の悩み、不安がある子に対して、アドバイスをしていく

部分と、危険予測のことを他の教科書よりも強調されていると思いました。 

 大日本図書の教科書については地域安全マップを載せていますが、これはとても大事で

はないかと思いました。また、自転車の安全な乗り方がありますが、自然災害の部分が１

ページだけしか載っていなくて、自分で自分の命を守るという部分があまりないように思

いました。 

 したがって、この３社のうち、光文書院の教科書が一番望ましいのではないかと思いま

した。 
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【安藤委員長職務代理者】 私も文教社と光文書院を重点的に見せていただきました。 

 まず、文教社の教科書に関しましては、今の子どもたちにとって、課題がそれに沿って

いくのかなというところで、少し疑問を感じました。ただ、見やすく、理解しやすいとこ

ろはいいと思います。また、先ほどもおっしゃっていましたように、３、４年生のときに

「育ちゆく体とわたし」という部分があり、５、６年生では、どの教科書にも書かれてい

ますが、心の健康の問題、けがの防止、病気の予防についての内容がありました。それと、

インターネット犯罪、保健の先生と担任との連携についても少し触れてあるのでいいと思

いました。 

 一方、光文書院の教科書については、心と体とのつながりに関する取り扱いがきちんと

押さえられていると思いました。また、食育にも触れており、自己肯定感についても、自

分のよさを見つけて、自信をつけさせているところがいいと思いました。さらに、５、６

年生に関しては、どこの教科書でも触れられていますが、地震や災害から身を守ること、

病気の予防、たばこの害、アルコールの害、薬物乱用についてきちんと書かれていると思

いました。 

 以上のことから、光文書院の教科書がいいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、各委員からのご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」につきましては、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。 

 

【百瀨委員長】 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、株式会社光文書院の『新版 小学保健』を採択することが適当と決しました。 

 

【百瀨委員長】 これで、議案第３２号「平成２７年度使用八尾市立小学校教科用図書の

採択に関する件」の審議については全て終了いたしました。ここで、改めて、このたび採

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上げて確認したいと思います。 

 国語につきましては光村図書出版株式会社の『国語』、書写につきましては光村図書出

版株式会社の『書写』、社会につきましては日本文教出版株式会社の『小学社会』、地図

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』、算数につきまして

は東京書籍株式会社の『新編 新しい算数』、理科につきましては株式会社新興出版社啓

林館の『わくわく理科』、生活につきましては東京書籍株式会社の『新編 新しい生活』、

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』、図画工作につきましては日

本文教出版株式会社の『図画工作』、家庭につきましては開隆堂出版株式会社の『小学校

わたしたちの家庭科』、保健体育につきましては株式会社光文書院の『新版 小学保健』

と決しさせていただきました。 

 委員の皆様方、よろしいでしょうか。 
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【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３２号「平成２７年度使用

八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」について、以上のとおり決しさせていただ

きます。 

 それでは、議事の都合により、暫時休憩とさせていただきます。 

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 議事を再開いたします。議案第３３号「平成２７年度使用八尾市立中学

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。提案理由を菊池課長より説明

願います。 

 

【菊池指導課長】 ただいま議題となりました、議案第３３号「平成２７年度使用八尾市

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させていただきます。 

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、次のとお

り、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、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１

４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、同施行令第１４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、別紙の中学校用図書を平成２７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。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、提案理由がございましたが、中学校用図書につきましては採

択替えの年には当たっておりません。このことから、平成２６年度と同じ教科書を採択す

るものと定められております。 

 この件について、菊池課長から何かございますか。 

 

【菊池指導課長】 学校現場からは、ただいま使用している教科書について、特に不備が

あったなど、問題があるというご意見はいただいておりませんので、引き続き、平成２７

年度についても現在使用している教科書を採択していただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 現場の先生等からも不備な点については聞いていないということでござ

いますので、現在使用されている教科書を採択したいと思います。委員の皆様方からご意

見等ございませんか。 

 特にないようですので、採決に移らせていただきます。 
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 議案第３３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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３３号「平成２７年度使用

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。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３４号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教

科書」の採択に関する件」について審議いたします。提案理由を菊池課長より説明願いま

す。 

 

【菊池指導課長】 ただいま議題となりました、議案第３４号「視覚に障がいのある児

童・生徒に対する「拡大教科書」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条第９号の規定により、次のとお

り、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由といたしましては、現在、市内の小学校、中学校に対象となる児童・生徒が

在籍しており、学習に拡大教科書が必要になることから、国等が作成する拡大教科書を、

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。 

 なお、別紙資料にありますとおり、採択いただきました小学校用教科書、中学校用教科

書につきまして、本案が承認された後に、直ちに国に拡大教科書の無償給付の申請手続を

行いたいと考えているところでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、この件につ

いて、何かご質問等ございませんか。 

特にないようですので、この件につきましても採決に移らせていただきます。 

 議案第３４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。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３４号「視覚に障がいのあ

る児童・生徒に対する「拡大教科書」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。 

 

【百瀨委員長】 本日は、小学校、中学校、拡大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われることをお願い申し上げまして、本日の案

件を終わらせていただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、７月臨時教育委員会を終了いたします。 


