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８月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２７年８月５日（水）  

開 催 時 間  午前９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・松岡生涯学習部長・柿並学校教育部長・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・齊

藤指導課指導主事・黒井指導課指導主事  

 

【百瀨委員長】 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。 

 本日の会議録署名委員に御喜田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、教科書採択にかかわる案件が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｝ 

 

８月臨時会の議案  

議案第33号 

議案第34号 

議案第35号 

平成28年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件  

平成28年度使用八尾市立小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、議事に入らせていただきます。  

 議案第３３号「平成２８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をお願いします。  

  

【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２８年度使用八尾市

立中学校教科用図書の採択につき、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。  

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

おり、平成２８年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択について、義務教育諸学校の教
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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。  

 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申し上げ

ます。 

 

【百瀨委員長】 中学校の教科書の採択についてですが、八尾市の子どもたちの主たる教

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

てまいりたいと考えております。  

 はじめに、選定委員会からの答申に至るまでの経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】  選定委員会から答申に至る経緯についてでございますが、５月２８日

に第１回の選定委員会を開催いたしました。その中では、教育委員会での諮問文を含め、

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、採択の事務の概要についての説明を行い、周知のほうを行いました。  

 第２回、第３回の選定委員会は７月９日、１０日に開催し、公正を確保し、静ひつな環

境のもと、国語から英語まで種目ごとに活発な審議が行われたところでございます。  

 選定委員会といたしましては、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

申することとなり、その内容につきましては、本日配付いたし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２２日に、選定委員長より、選定委員会としての答申を教育委員長へ提出し

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】 公正を確保し、静ひつな環境の中で、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２３年度

の時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、事務局より説明を

お願いします。  

 

【菊池指導課長】  前回、平成２３年度の手順についてでございますが、国語から英語ま

で種目ごとに、答申に沿って審議が進められておりました。まず、事務局のほうで種目ご

とに答申に沿って説明した後、委員の皆様で審議をしていただいておりました。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま説明がございましたが、前回の平成２３年度の時は、選定委員

会からの答申をもとに、種目ごとに審議し、採択したということです。  

 今回は、昨年と同様、教育サポートセンターと志紀図書館の２箇所で教科書の展示を行

ったと聞いておりますが、どのような市民の意見が寄せられたのか、お聞きしたいと思い

ます。 
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【山本教育サポートセンター所長】  それでは、平成２７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２８年度使用教科書の展示会を、法定展示期間前の６月８日から６月１

８日までの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１９日から７月８日までの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２１名、法定展示会では１０１名の、合わせて１２２名

の閲覧となっております。  

 また、展示会に来られた理由を複数の項目に丸をつけていただきましたところ、小中学

校で使用されている教科書の内容について知りたかったという項目に丸をつけられた方が

５６名、本年度が教科書採択の年度であるのでという項目に丸をつけられた方が５４名、

複数の教科書を比較したかった方が４０名、御自身の使用していたころの教科書と比較し

たかった方が１０名でした。  

 また、教科書をご覧になって印象的だったことや大切だと思われたことについて３点丸

をつけていただきましたところ、文字の大きさや行間が適切であり、資料が正確、豊富で

わかりやすいに丸をつけた方が３９名、挿絵や写真の大きさが適切でわかりやすいという

項目に丸をされた方が２６名、人権尊重の社会を担うのにふさわしい人格の形成を図るた

め配慮された内容になっているかという項目が２０名でございました。  

 以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。  

 

【百瀨委員長】 ２箇所に設置いただいたことで、より多くの市民にご覧いただくことが

できたということですね。 

 また、委員の皆様方も、この間、教科書について情報収集や事前に内容を確認していた

だいたと聞いておりますが、いかがでしたか。 

 

【安藤委員長職務代理者】  ご説明いただいたように、教育委員が教科用図書を採択する

ことは大きな責任があるので、各委員は何度も足を運びながら、八尾の子どもたちのこと

を考え見させていただきました。  

  

【木下委員】  教科用図書の採択に関しましては、子どもたちに対する大きな責任があり

ますので、教育サポートセンターへ何日か通い、教科書を全部一通りは見させていただき

ました。委員の皆様方と審議しながら、八尾の子どもたちにとって最適だと思われるもの

を採決したいと考えています。  

 

【百瀨委員長】 各社の教科書や答申をはじめ、関係する資料を可能な限り見てまいりま

した。また、この間、委員の皆様方とも教科書に関して情報共有をしてまいりました。本

日は、ぜひ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、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、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。  

 それでは、はじめに種目「国語」について審議いたします。菊池課長より、答申の「国

語」について説明をお願いします。 

  

【菊池指導課長】  それでは、種目「国語」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編 新しい国語」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内容・内容

の程度については、３年間で系統的に学習できるように構成されている。また、生徒の知

的好奇心に訴えるよう、写真が豊富に配置されている。  

 人権等の取り扱いについては、命の尊さや平和、民主主義、人権尊重の社会の生き方に

ついて考える教材が設けられ、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、本編・基礎編・資料編から成り立っており、学習指導要

領の内容は本編で取り上げられ、基礎編、資料編を用いて適宜、学習の深化や拡充が図れ

るように配慮されている。  

 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、語彙の振り返りコーナーが充

実している。また、「言葉の力」という表現で、観点がわかりやすく示されている。すべ

ての生徒にとって各部分の認識や重要な部分の判別がしやすいように、文字の大きさと書

体、罫線や囲み、色使いが工夫されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、全学年に「言葉とメディア」の系統を位置付け、

メディアリテラシーをはじめ、３年では東日本大震災時の情報の意義やメディアの役割に

ついても考えを深めるような教材が取り上げられている。  

 次に、「中学校国語」、学校図書株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、読み物教材以外の発展的な学習を促す教材が充実しており、各領域を３年間で系

統的に学習できるように構成されている。また、現代の社会問題に則した内容の教材が取

り上げられており、生徒の知性と感性を育むことができる。  

 人権等の取り扱いについては、各学年で「生命」をキーワードにした単元を設定し、命

の尊さや平和、共生、福祉、人生について考える教材等が取り上げられ、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、各教材の冒頭に学習目標を明示してあり、それぞれの教

材でつけたい力が明確になっている。また、読解力を育成するための教材では、学習成果

を確認するための設定もされており、ついた力が確認でき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、読解教材の脚注に注意すべき

語句が多数提示され、語句語彙について体系的に学習するためのコラムが充実している。  

今日的な課題の取り扱いについては、パブリックスピーチ・プレゼンテーション・話し合

いや相互評価などの活動を取り入れ、伝え合う力（コミュニケーション力）の育成が図ら

れるよう工夫されている。  

 次に、「現代の国語」、株式会社三省堂につきましては、取扱内容・内容の程度につい

ては、生徒の発達段階に応じた内容を配置しており、読みやすく、自分自身を振り返らせ
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ることができるように構成されている。また、各学年とも、生徒の興味関心を引く資料が

充実している。  

 人権等の取り扱いについては、平和・命の尊さや人間と社会との関係、自然環境問題を

題材とした教材等が取り上げられ、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、３領域すべての教材の冒頭に「つけたい力」として学習

目標を提示し、教材の最後には学習を振り返る機会が設けられている。  

 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、討論ゲームや企画会議など、

様々な言語活動が取り扱われており、社会的に必要となる言語の力が育成されるように工

夫されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、日常生活や現代社会における課題を取り上げ、班

活動などを利用して集団で考えたり、問題解決したりする機会を充実させ、興味を持ちな

がら社会性を養うようにしている。   

次に、「伝え合う言葉  中学国語」、教育出版株式会社につきましては、取扱内容・内

容の程度については、標準的な教材と時代に沿った教材を掲載しており、３年間で各領域

を系統的に学習できるように構成されている。また、表現力の育成をねらいとした教材が

実践的である。  

 人権等の取り扱いについては、平和・命の尊さや人間と社会との関係、自然や環境の問

題を題材とした教材等が取り上げられ、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、各教材の学習内容の重点や言語活動の過程が明確に示さ

れており、学びが具体的に見える配列となっている。また、補助教材などの情報量が多い。  

 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、課題を発見し、自分で解決す

るという課題解決の道筋にそって学習が進められるよう構成されており、「思考力」「判

断力」「表現力」を高め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全学年に「メディア」という題材が設けられ、発達

段階に応じてメディアリテラシーについて取り上げられている。また、コミュニケーショ

ン能力の向上を目的としたディスカッションのやり方や相手に伝わりやすい方法などが提

示されている。  

次に、「国語」、光村図書出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につい

ては、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の学習が相互に関連し、習得と

活用を繰り返しながら、３年間で系統的に学習できるように構成されている。また、生徒

の実態や発達に応じた内容で、思春期特有の心情の変化や、情報社会にあった内容の題材

が取り上げられている。  

 人権等の取り扱いについては、命の尊さや平和、民主主義、人権尊重の社会の生き方に

ついて考える教材が設けられ、各学年で適切な内容となっている。とりわけ、自然と人間

との関係や震災など災害を題材とした教材が取り扱われ、考えが深められるように配慮さ

れている。  

 組織・配列・分量については、巻頭にガイドマップが配置され、また各教材の冒頭に

「学習の見通しをもとう」のコーナーを置き、学習過程を提示して生徒が主体的に学習に

取り組め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、教材の冒頭に「目標」を明示
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し、その学習でどんな力をつけるのかを生徒に向けてはっきりと示していて、わかりやす

い。また、字の大きさに変化を持たせるなど、フォントが工夫されている。  

今日的な課題の取り扱いについては、全学年で情報教材や情報コラムについての題材が

設けられており、発達段階に応じて著作権や情報モラルについて取り上げるなど工夫され

ている。また、四季に応じた詩歌など日本の伝統的な言葉について取り上げており、生徒

の興味関心を広げることができる。  

 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等の説明がござ

いましたが、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】 どの出版社からの教科書も子どもたちが身につけたい力が明示されてい

て、とてもすばらしいものばかりでした。  

 その中で、東京書籍や教育出版については、挿絵が多く、見やすい工夫がされていると

思いました。特に、光村図書出版の教科書は、見やすく整理されていて、八尾の子どもた

ちが「話す」、「聞く」、「書く」、「読む」力をつけるための工夫がすごくされていま

した。さらに、１年生の教科書の後半部分にある学習を広げるという箇所は、読書感想文

の書き方や原稿用紙の使い方などが細かく整理されており、見やすいと思いました。  

また、家庭学習や自学自習の視点で考えたときにも、光村図書出版の教科書が使いやす

い工夫があると思いました。  

 

【木下委員】  どの教科書も大変よく工夫されており、きれいに仕上がっているのが今回

の教科書の特徴と思います。 

 私は、今日的な課題の取り扱いの視点から各社比較をさせていただきました。情報とか

メディアの役割を深めるように配慮したもの、さらに、コミュニケーション能力の育成に

重点を置いているところに今日的な課題の特徴が見られたと思います。  

 八尾市が教育課題の一つとして、情報教育があります。機器操作だけじゃなく、リテラ

シー形成や情報発信、情報受容を考えた時に、東京書籍と光村図書出版が特徴をもって工

夫をされています。 

 その中で、光村図書出版が紙の白さやポイントの大きさに工夫がみられ、子どもに優し

いと思います。 

 

【浦上教育長】 「知識」、「技能」、それから「活用する力」が課題であると考えてい

ます。それから、意欲を持って学習することや、家庭でも学習するという基本的な習慣を

身につけるためには、どのような教科書が良いのか考えました。  

その中で、光村図書出版の教科書は非常に工夫されており、特に「活用する力」につい

ては、声を届ける、わかりやすく説明しようなどが記載されており、子どもたちが学習す

る際には、わかりやすいと思いました。それから、キーワードや説明的な資料が随所にあ

り、子どもたちが学習意欲をつくり出していくのではないかと思いました。 

 また、東京書籍は、非常に写真も大きく挿入されており、子どもたちが興味・関心を持
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って学習してくれると感じました。特に語彙の振り返りコーナーというのは、非常に良く

考えられていると思います。 

 教育出版は、「活用する力」に関するものとして、情報を文字に変えていくという実践

的な工夫がされている点がいいと思いました。 

 総合的に考えて、光村図書出版がいいと思いました。  

 

【安藤委員長職務代理者】  自学自習できることと、八尾の子どもたちにとって、主体的

であること、それともう一つは小学校から中学校への継続っていうものを踏まえて考えた

場合に、光村図書出版は、１年生、２年生、３年生ごとに具体的に書いてあることで自分

でも勉強ができるし、きちんとテーマが与えられていると思いました。  

 東京書籍は、３年間を通じて、人に優しい、自分に厳しい、だけどもその中で一緒に生

きていくというのが、子どもたちにとっても大変大事であることを伝えている教科書であ

ると思いました。  

 また、１年生は、文字も大きくて本当に読みやすい教科書になっているので非常にいい

と思いました。それで１年生から２年生、３年生へと向かっていくということで、２年生

ではかつおぶしを載せているのがちょっと、生活感があって面白いと思いました。  

  

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採択に移りたいと

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】 全委員ご異議なしと認めさせていただきます。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。 

 

【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」について説明をお願いします。 

 

【菊池指導課長】  それでは、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きましては、取扱内容・内容

の程度については、「学習の手引き」があり、目的意識を持って学習できる。また、情報

量が豊富であり、楷書、行書、応用、資料的な内容が学年によって明確に分けられている。  

 人権等の取り扱いについては、男女のキャラクターが平等に扱われている。「防災マッ

プ」を取り上げることで社会参画意識を高めるようにするなど配慮されている。  

 組織・配列・分量については、１、２年で基礎を学び、３年で学んだことを活かして

様々な活動に取り組ませている。小学校での学習事項（楷書の学習）の定着度が確認でき

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、楷書と行書の使い分け等その
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理由もじっくりと考えて取り組ませている。筆運びがリズムで表現されている。また、変

形ワイド版になっていて書き込み欄が充実している。  

 今日的な課題の取り扱いについては、書写の技能を板書等の生活に役立てることを目的

としている。硬筆や毛筆の技能だけでなく、手紙やメール、ポスターの書き方など総合で

の取り組みに活かせる課題が多くある。  

 次に、「中学校書写」、学校図書株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、楷書と行書をとりあげ、三年生では「生活に生かす」をテーマとしている。毛筆

課題が多く、毛筆書写学習に適している。  

 人権等の取り扱いについては、手本の名前が男女平等である。また、地域の人々や国際

的なつながりなどに配慮した題材が取り上げられている。  

 組織・配列・分量については、毛筆の練習を活かして硬筆を書くという順序でオリジナ

ル性がある。  

 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、毛筆課題の手本が大きく、２

ページ分使っているものが多い。また、課題の量も多く、あきさせない。「書写の窓」と

して文字の変遷や「蘭亭序」等が掲載され「臨書」体験が取り上げられている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、日常生活でよく使う配送伝票、のし袋や年賀状の

手本がわかりやすく書かれている。  

次に、「中学生の書写」、株式会社三省堂につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、基礎、基本の習得から文化として書をとらえ生活に活かしていくというところま

で、習得する技能を焦点化した教材が幅広く網羅されている。    

 人権等の取り扱いについては、温かい言葉が多く、個人の価値を尊重する人間の育成に

配慮した題材が取り上げられている。  

 組織・配列・分量については、学習のねらいを各ページのタイトルとし、「何をどう学

ぶのか」を見通しやすい。学習のめあてと振り返りが書かれていて自分で学習を振り返る

ことができる。  

 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、「書の名手たち」をとりあげ

芸術としての書を鑑賞する姿勢を養っている。毛筆用具の製法などを取り上げ、伝統的な

文字文化の現代へのつながりに触れることができるようになっている。   

今日的な課題の取り扱いについては、本の帯やメモの書き方、ポスターや手紙の書き方等、

総合や他教科の活動にもつながる内容がある。  

次に、「中学書写」、教育出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につい

ては、基礎、基本から日常生活に生きる書写力の育成まで幅広く網羅している。  

 人権等の取り扱いについては、感謝、尊敬、平和等をテーマとした題材が取り上げられ

ている。また、男女が平等に配置されている。  

 組織・配列・分量については、バランスよく、色々な課題が提示されている。筆の穂先

の動きや筆運びの印刷が鮮明でわかりやすい。力の入れ方、力を入れるべきポイントも見

え、分かり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、「文字の変遷」で篆書や隷書

も取り上げられ碑文なども紹介されている。また、「歴史上の人物の文字」も紹介し、よ
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り興味づけをはかっている。紙の作り方や活字デザイン、歴史上の人物の残した文字など

多様な内容が掲載されており、調べ学習などにも活用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、卒業制作の例が詳しく、生徒の興味をひくものと

なっている。実際書写を使う場面を掲載し、学習が生活につながるように工夫されている。     

次に、「中学書写」、光村図書出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度に

ついては、後半の資料を充実させることで、授業の中で取り上げるべき内容が前半にわか

りやすくまとめられている。   

 人権等の取り扱いについては、中学生の写真をほとんど使わず、イラストをうまく使っ

ている。また、伝統と文化を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与できるような態度を養

う題材が取り上げられている。  

 組織・配列・分量については、硬毛との密接な関係をはかり、毛筆での学習が硬筆に活

き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、巻末資料編を「日常の書式」

「活用のヒント」「書写事典」に分類し、検索しやすくなっている。  

今日的な課題の取り扱いについては、資料のコーナーが充実していて、手紙やはがき、

願書の書き方等、また情報収集や整理の仕方など、生活に関連した内容が掲載されている。    

以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、「書写」につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 「書写」ということで、より実生活との結びつきを考えて、日々の生活

に役立てることをどのように表記されているか着目し、全教科書を見ました。  

 光村図書出版は、エアメールや新聞、リーフレット等の書き方が、すごく見やすく丁寧

に書いていると思いました。  

 東京書籍は、防災マップ等がカラフルに書いてあり、子どもたちが実践的に使いやすい

ように書いてあるなと思います。例えば、９４ページ「自分で考えて書こう」では、誰に、

何を書くのか、また、書体や用紙はどれを選ぶのか、配列はどうするのかを考える工夫が

されています。９５ページでは、筆記具の例として、筆ペンで書いた文字やフェルトペン

で書いたら文字がどうなるかという見本が書いてあり、より子どもたちが自分で考え選択

していく力を身につける工夫がされているので、いいと思いました。 

  

【浦上教育長】 子どもたちが学校や家庭、社会で生活していく中で文字は基本になると

思います。現代は情報社会なので、パソコンや携帯電話で字を見て、字を打つということ

を子どもたちもしていますが、文字の持つ意味を理解し、文字の大切さを教えることが一

番大事という視点で教科書を見せていただきました。  

東京書籍は、依頼状や礼状の書き方や学んだことをまとめるなど、相手にわかりやすく

書くという視点が入っていると思います。 

そして、身近なところでいうと学校のポスターの書き方や、実生活でいうと普段大人で
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もわからないこともある、のしやのし袋、また、絵葉書なども題材に使用されており、子

どもたちの新しい発見につながるのではないかと思いました。 

相手に思いを伝えるにはわかりやすく書くことや、子どもたちには絵葉書を書いて欲し

いと思っています。そのような、字というものの素地をつくっていくこと、養っていくこ

とが必要と感じています。そのようなことから、東京書籍は非常にいいと思いました。  

  

【木下委員】  どの出版社の教科書も多様な工夫が見られます。日常生活の中で、伝票や

のし紙の書き方であるとか、手紙の書き方であるとか、書くという行為に焦点化されてい

ると、どの教科書を見ても感じました。  

 その中で、東京書籍が学びの最後に、９４ページから書くことについて、書く前にどう

いうふうに書くのか、何を使って書くのかという書くことについて、考えるべきことを流

れに沿ってまとめていると思います。 

それから、最後に「どうして読みにくい」っていうコーナーがついていました。書くと

いうことと読みにくさを意識させながら、日常生活で書いていきましょうというのが最後

のメッセージになっており、この構成はいいと思いました。  

 

【安藤委員長職務代理者】  教育出版では、３年生の中で、手紙の書き方から小包の伝票

までという、実践的なところまで書いているのが面白いと思いました。  

東京書籍は、書く前の段階でどういう道具を使うのかを考えるようになっています。４

０ページにありますが、ここで用具のでき方、用紙のできるまでを写真入りで説明してい

るなど、大人でも忘れている、知らないことを載せているのはいいと思いました。  

それが子どもたちにとって書く前に考えて、そしてどうして読みにくいのか、読みやす

くするにはどうするのかを考えさせる工夫をされています。それと、３年生では、防災マ

ップをつくるまでを本当に事細かく書かれているのがすごく興味深かったです。 

 光村図書出版は、創意工夫の部分として朱色で書かれていて、それを筆跡のスピードと

か、どこにポイントを置いているかというのが非常にわかりやすいと思いました。しかし、

全体として、東京書籍の教科書の内容が今の時代に即したものになっていると思いました。 

 

【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、東京書籍株式会社の「新編  新しい書写」が実生活との結びつき、

また、生徒たちの学習意欲を高める工夫があり、最適であるとのご意見が多かったように

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】 全委員ご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、東京書籍株式会社の「新編  新しい書写」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】次に、種目「社会（地理的分野）」について審議いたします。菊池課長よ

り、答申の「社会（地理的分野）」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「地理」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編  新しい社会  地理」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、資料や図が大きく豊富である。「見通し」と「ふり返り」で

基礎・基本の定着を図るよう構成されている。また「えんぴつマーク」が各所にあり、学

習を深める作業や活動に取り組むことができる。小学校での学習との系統的な接続を図る

導入学習があり工夫されている。  

 人権等の取り扱いについては、『世界各地の人々の生活と環境』において、宗教や伝統

的衣食住について、様々な地域の例が取り上げられ、宗教と結びついた人々の暮らしや文

化の多様性について、紹介されている。  

組織・配列・分量については、歴史と公民の３分野での学習を関連させて、３年間での

社会科学習を深められるように工夫されている。本文を補足したり、課題と結びつけて考

えられたりする資料が多く掲載され、学習を深めることができるよう、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、図番号や参照ページなどをつ

け授業での指示がしやすいように配慮されている。「章の確認」では、章で学んだ重要語

句について、自ら確認できるような発問になっている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、東日本大震災を踏まえ、防災・安全に関わる資料

を豊富に掲載し、防災・安全に対する意識を高められるように工夫されている。  

 次に、「中学社会 地理 地域にまなぶ」、教育出版株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、本文での学習内容に関する写真や見やすい統計資料、図表が

掲載されており地理的考察力を培うよう配慮されている。  

 人権等の取り扱いについては、「現代日本の課題を考えよう」で公害病や在日、日系ブ

ラジル人、アイヌの文化など日本で暮らす諸外国人や民族についてふれている。  

 組織・配列・分量については、地理的分野の教科書の構成に沿って、大きく「世界」と

「日本」で構成している。それぞれ、「一般図」と「全体の資料」と「各州・地方の資料」

から成り、地理的分野の授業で活用することで、学習効果が高ま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、教科書が世界遺産から始まっ

ており、生徒の興味を引きやすいよう工夫されている。タイトル部に学習課題が設定され

ており、章末や節末には「学習のまとめと表現」のページが設けられており、生徒が課題

意識をもって取り組めるようにしている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、コラム「地理の窓」や、世界の各州や日本の各地

方での事例をもとに、今日的な課題に迫る特設ページを設け、個に応じた学びを促進して

いる。領土問題については、どう乗り越えていくかが大切であるという視点を記している。  

 次に、「社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土」、株式会社帝国書院につきま

しては、取扱内容・内容の程度については、地域学習において多くの写真が配置されてお

り、また、八尾市が取り上げられており、関心を持って取り組める配慮がされている。単

元の最後に、学習をふりかえり、整理する作業ページがあり、基礎的・基本的知識を確認

し易く、構成されている。  
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 人権等の取り扱いについては、「地域を探ろう」では、多文化の共生をめざした街づく

りの例として、群馬県大泉町が取り上げられており、北海道地方でもアイヌの伝統文化と

北海道の歴史について触れられている。  

 組織・配列・分量については、導入で写真を有効に配置し、学習課題で生徒に対しての

意識づけを行い、「確認しよう」で知識のまとめを行い、「学習をふりかえろう」で単元

の学習内容を整理す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、地図に関連した写真が多く、

主題図も多く掲載されており、世界に関する地図においては、色分けすることで、地形的

な要素をイメージし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、未来の社会をつくるために参考となる取り組みや

解決への取り組みを紹介した「共生」「環境」「防災」のコラムが記載されており、学習

が深められるように配慮されている。  

 次に、「中学社会 地理的分野」、日本文教出版株式会社につきましては、取扱内容・

内容の程度については、「地理＋α」や「自由研究」で学習内容の理解を深めるためのト

ピックスが掲載されている。「言語活用コーナー」や「学習の確認と活用」など、様々な

地理的事象について考え、判断し、自分のことばで表現する事を促す学習活動が設定され

ている。「スキルUP」では、地理的技能を５種類に整理し、発達段階に応じ、系統的に習

得できるよう配慮されている。  

 人権等の取り扱いについては、『世界各地の人々の生活と環境』において、各地域の伝

統的な生活と現在の変化や宗教・公用語の分布図などを通して、生活や文化の多様性につ

いて紹介されている。近畿地方で「国際色・地域色豊かな都市」でコリアタウンが、取り

扱われている。  

 組織・配列・分量については、「世界の諸地域」「日本の諸地域」の学習では、最初に

州・地方の地形や気候、歴史、人口、産業、文化などをおおまかにつかんだ上で、地域的

な特色の理解を深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、各章の最後の「学習の活用」

では、地図や写真をもとに、これまでの学習をふりかえった上で、その内容をまとめたり、

特色を友達に簡潔に説明する活動を伴った学習ができるよう、工夫されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、『日本の様々な地域』では、東日本大震災や巨大

地震、また、火山などがとりあげられ、防災に対する関心を高められるよう、工夫されて

いる。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「社会（地理的分野）」につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  どの教科書も学習指導要領の一部改訂にかかわって、防災と領土問題につ

いては、それぞれに工夫をしながら、資料を入れて丁寧に扱われていると思います。現在

の指導要領のめざすところは、子どもたちの思考力、判断力、表現力を形成することです。

授業の展開としては、習得、活用、探究に向けられるところ、日常の先生方が授業に使い、

子どもたちが教科書を使って学ぶという視点から見ました。 

 各社とも実に資料、写真等は豊富に使われていますし、例えば人権に関わるテーマでは、
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在日の問題を扱った出版社やアイヌを扱った出版社など、扱うテーマは多様で、大阪の八

尾の子どもたちには日本文教出版がいいのかなと考えました。  

 その中で、子どもの学びを軸に考えたときに、どの出版社も見開きで学習課題の設定、

最後にまとめの課題を書いています。 

その視点から、東京書籍は課題設定されているけれど、子どもにとってわかりにくいし、

最後のまとめのところも少しわかりにくいのかなと思いました。 

帝国書院も学習課題があって、確認しよう、説明しようという流れになっていますが、

探求の課題が、説明しよう一本に絞られているのは少し残念に思います。もうちょっと幅

広くあってもいいのかなと思います。 

 また、日本文教出版は確認と活用の学習活動で、ちょっと混乱している部分が見られま

す。そういうところを見ると、教育出版のステップ１、ステップ２が大枠でくくっていい

と思いました。  

 総合的に考えると、「読みとこうのコーナー」をつくって、資料の読解力をつけるとい

うことも図られていて、系統性が見られるのではないかと考えました。  

 

【安藤委員長職務代理者】  子どもにとって社会というものがより身近になり、家でも意

欲的に学ぶことができるような教科書というポイントで見させていただきました。  

 その中でも、教育出版は、創意工夫がみられると思います。例えば１８８ページのあた

りでは、京都の商業や大阪の変化を捉えています。 

もう一つは、２３６ページのところでは、生きているということにおいて震災を乗り越

えてのアプローチということが書かれてあります。だから、子どもたちにそれが身近なも

のとして考えていける、そして先に、今日的な課題として、災害から身を守るというポイ

ントも押さえられています。 

 社会の一番大きなことでもある日本と世界との関係を見たときに、教育出版の教科書は

その点をよく捉えていると思いました。 

 

【浦上教育長】 まず、地理の学習というのは、興味・関心があるかないかで後々まで大

きな影響がある科目と思います。私自身の経験からも、もっと興味があれば、もっと勉強

ができたかもしれないとの思いから、子どもたちが興味・関心を持てるかどうかを視点に

みさせていただきました。 

 最初の写真について、帝国書院は、世界に広がる日本の文化、文化と技術に焦点を合わ

せた見せ方をしています。東京図書は、この国はどこかなという形で興味を引きつける工

夫をされています。日本文教出版は、世界の仲間として、自分の友達という視点をあらわ

しています。それから、教育出版は、注目されている世界遺産に焦点を当て、さまざまな

世界遺産の写真を掲載されています。  

 １点目は、写真で言えば、教育出版が一番興味・関心を引くものがあると思いました。  

 ２点目は、領土問題に関して、教育出版は課題をどう乗り越えていくのかという視点で

表記されています。１３０ページに、子どもたちも課題をしっかり認識して、日本人とし

てどう乗り切っていくのかということが示されており、いいと思いました。  

 それから、八尾の子どもの実態に沿っているかどうかは、教育出版のコラム欄で色々な
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掲載がありましたが、中でも、多文化共生の観点が分厚いようなイメージを持っています。  

また、八尾市においても起こるかもしれない大震災についての掲載もあり、子どもたち

も考えていかないといけない問題であると思っています。   

全体的に見て、子どもがぱっと教科書を見たときに一番興味・関心持って授業を受ける

ことが出来るのは、教育出版かなと思います。 

 

【御喜田委員】 全ての委員がおっしゃったように、写真も地理の教科書もすばらしいと

思います。私は日本文教出版の教科書が、左側に項目ごとに分かれているので、子どもた

ちが教科書を開ける際に、見やすいと思いました。  

 あと、教育出版の教科書は、先ほど皆さんもおっしゃったように、現代日本の課題を考

えようという項目がすごく充実していて、子どもたちが、今、自分たちが抱えている課題

を見つけやすい教科書になっていると思いました。そこが充実することによって、子ども

たちがより深く学びたい、「じゃあ、これはどうなんだろう」というふうに、次に進んで

いくようになっているので、自学自習という部分においてもこの教科書はいいと思いまし

た。 

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採択に移りたいと

思います。「社会（地理的分野）」につきましては、教育出版株式会社の「社会（地理的

分野）」が、特に生徒たちが主体的に学べる工夫がある、個に応じた学びを促進すること

ができる、地理的考察力が培われる、要するに今日的な課題にも迫っていくことができ、

最適であるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「社会（地理的分野）」の教科

用図書につきましては、教育出版株式会社の「中学社会  地理 地域にまなぶ」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（歴史的分野）」について審議いたします。菊池課長よ

り、答申の「社会（歴史的分野）」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「歴史」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編  新しい社会  歴史」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、生徒の興味・関心を高めるように写真・グラフ・地図などが

多めの分量で効果的に配置されている。また、資料写真は鮮明で見やすく工夫されている。  

 人権等の取り扱いについては、部落差別、男女平等、在日外国人等の人権問題について

取り扱われている。また、「深めよう」では、琉球やアイヌの歴史、公害や震災などの視

点から生命や人権について取り扱われている。  

 組織・配列・分量については、学習をスムーズに進められるようにグラフなど読み取り
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やすく表されている。  

 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、各ページの学習の見出しには、

その単元の中心発問が、また各ページの学習の最後には、学習のまとめとなる発問が明示

され、主体的に学習が進められるよう配慮されている。また、文章内容の下にその内容の

時代がすぐに確認できるように年表が配置されている。さらに、「歴史にアクセス」のコ

ーナーでは本文の内容をくわしく説明されており、関連する内容を更に詳しく学習してい

くためのきっかけとな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、当時の新聞を利用することで、時代背景を把握し

学習に入れるように工夫されている。  

次に、「中学社会  歴史 未来をひらく」、教育出版株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、導入が生徒の興味関心を引きやすく、深く学習することがで

きる。また、章末の「世界から歴史を探ろう」など日本と世界を関連づけて学習できるよ

うな内容となっている。  

人権等の取り扱いについては、部落差別について、丁寧に取り扱っている。「歴史の窓」

ではアイヌや台湾の植民地化などを取り扱っている。  

組織・配列・分量については、 1テーマが見開き2ページで無理なく学習を進めていける

分量となっている。また、地図上で歴史事項を確認するなど、地理的分野と関連付けて学

習しやすい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、タイトルの上に時代区分が示

されており、流れがつかみやすく、背景にあるできごとなどを捉えながら学習を進めるこ

とができる。さらに、各ページの学習に、「学習課題」として中心発問が、また「ふりか

える」では学習を振り返る発問が明示され、主体的に学習が進められ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、「歴史を探ろう」で人物や世界などをテーマにし

ており、時代の背景や動きなどを、多面的・多角的に捉えることができる。  

次に、「社会  歴史 日本の歴史と世界」、株式会社清水書院についてですが、取扱内

容・内容の程度については、巻頭に Yチャート作成の学習を設け、小学校で学習した歴史

上の人物やできごとについて、時代ごとに特色を考え、まとめるように工夫している。  

人権等の取り扱いについては、先人達の努力によって、権利が獲得されてきたことにつ

いても記述があり、生徒に考えさせられる内容となっている。  

組織・配列・分量については、各テーマが見開き２ページで構成され、学習の指針とな

る問いかけとまとめが設けられ、学習内容についての理解を深め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、時代ごとに写真や図版などを

示し、生徒の興味関心を引くとともに、これから学ぶ時代の特色を捉えられるように工夫

されている。また、生徒が言語活動に取り組める問いがあり、学習のまとめができるよう

に工夫されている。  

今日的な課題の取り扱いについては、さまざまな情報が整理されており、資料の読み方、

扱い方など歴史を学ぶための方法が紹介されている。  

次に、「社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き」、株式会社帝国書院につき
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ましては、取扱内容・内容の程度については、様々な箇所に海外との交流や文化の比較な

どがあり、年表では海外でのできごとも記されており、日本の歴史と世界の歴史を関連づ

ける内容となっている。  

人権等の取り扱いについては、部落差別や男女平等などの内容が取り扱われており、

様々なテーマで、羅針盤マークの「人権」というコラムがあり、人権的な観点で授業を進

めることができる構成である。  

組織・配列・分量については、各テーマの文化や特徴を捉えやすい配列になっている。

また、各時代の冒頭に小学校で学んだできごとが記載され、振り返りを行いながら知識を

定着させ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、各ページの学習のはじめに中

心発問が、また「確認しよう」「説明しよう」では、学んだ知識・理解を深め、表現する

課題が設定され、主体的に学習が進められるように配慮されている。また、地図から歴史

を確認する箇所があり、地理と関連づけて学習できるようになっている。さらに歴史事象

について、知識理解を深め、自分の考えをまとめて表現でき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、東アジアや世界のできごとなどが記されており、今

日における国際関係にもつながる内容となっている。  

次に、「中学社会  歴史的分野」、日本文教出版株式会社につきましては、取扱内容・

内容の程度については、小学校の歴史学習の振り返りがあり、他分野と関連づけた学習を

行える内容となっているなど、全体的に丁寧にまとめられている。  

人権等の取り扱いについては、部落差別・男女平等・在日外国人などの人権問題を取り

扱い、差別と闘ってきた先人達の活動を取り上げている。  

組織・配列・分量については、1授業が見開き2ページで、何を学習するのかというめあ

てが明らかにされているので学習が進めやすい。また、本文ページには「時代・世紀のス

ケール」が添えられ、学習している時代が視覚的に把握しやすい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、各ページの学習のはじめに

「学習課題」として中心発問が、また「学習の確認と活用」では、学習内容の整理を行い、

学習した内容について考察する課題が設定され、主体的に学習が進められるように配慮さ

れている。また、導入の「歴史の捉え方」では時代像をイメージできるイラストが載って

おり、重要語句にはふりがながつけられているので、スムーズに授業を進行できるように

工夫されている。  

今日的な課題の取り扱いについては、言語活動の設定があり、自己の学習成果を振り返

る構成となっている。また、「歴史を掘り下げる」「先人に学ぶ」のページで歴史を幅広

く・深く学べるような内容となっている。  

次に、「新版  新しい歴史教科書」、株式会社自由社につきましては、取扱内容・内容

の程度については、世界から見た日本の姿が解説され、一面的ではなく、多面的・多角的

に歴史事象をとら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、部落問題・男女平等・在日外国人問題などが取り扱われ、

コラムではアイヌや琉球の問題にも言及されている。  

組織・配列・分量については、歴史の流れを掴みやすい配列になっており、背景をしっ

かりと把握できるような内容である。また、本文の上部に、学習課題に関する図版が大き
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く掲載され、学習課題が明確に示されている。  

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、各章のはじめに写真を載せ、

生徒が興味関心をもてるように工夫されている。また身近な事象を通して歴史をとらえら

れるようになっている。また、生徒の主体的な学習を助け、歴史の探究に導き、生徒が自

分の言葉で日本の歴史を語れるような内容となっている。  

今日的な課題の取り扱いについては、神話や伝承を取り上げるなど、日本の歴史・文明の

特色に重点をおき、日本の伝統・文化に誇りを持てるように構成されている。  

次に、「新編  新しい日本の歴史」、株式会社育鵬社につきましては、取扱内容・内容

の程度については、基礎的・基本的知識や技能を習得しやすく、他国との関係性を学び、

今日の国際平和について考えるきっかけとなる内容となっている。  

人権等の取り扱いについては、紫式部・北条政子・津田梅子・グーデンホーフ光子など

時代毎に活躍した女性を取り上げている。女性にもしっかりとスポットライトが当てられ

ている。  

組織・配列・分量については、各章にある「学習のまとめ」では各時代の歴史をまとめ

やすく工夫されており、生徒の思考力・判断力・表現力を養えるようになっている。また、

「課題学習」では、地理的分野での知識・技能を活用して、歴史事象に関する調査活動が

行え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、各ページの学習のはじめに中

心発問が、また最後には、その学習のまとめとなる発問が明示され、主体的に学習が進め

られるように配慮されている。また、写真や絵の配色が見やすい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、近代史・現代史で掲載されている「歴史ズームイ

ン」「人物クローズアップ」「このころ世界は」などのコラムにおいて、今日の社会問題

を多面的に考察できるような内容を取り上げている。  

次に、「ともに学ぶ人間の歴史」、株式会社学び舎についてですが、取扱内容・内容の

程度については、生徒が本文を読み進め主体的に学習していけるように構成されている。

生徒が疑問などを確認した上で、自由な質問ができるようになっている。また、教員側も

様々な発問ができるような内容になっている。  

人権等の取り扱いについては、部落差別・男女平等などについて取り扱っている。アイ

ヌ民族や沖縄の人々に関する記述にも力を入れている。  

組織・配列・分量については、巻頭、巻末に歴史地図を配置して、日本と世界の主な史

跡などの位置が示されたり、現代の章末では祖父母への聞き取りなどの課題が設定された

りして、他分野との関連が配慮されている。  

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、各ページの学習ごとの見出し

に印象的なフレーズが用いられ、下段のコラム欄の内容とあわせて、毎時間の学習に興

味・関心がもてるよう工夫されている。また、八尾市の底抜けタンゴが取り上げられてい

る。 

今日的な課題の取り扱いについては、日本と近い東アジアの国々との関係に重点を置い

ている。また、日本列島の中でも、沖縄、東北地方、北海道の人々の様子も具体的に書か

れている。  

 以上でございます。  
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【百瀨委員長】 ただいま、社会（歴史的分野）につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 私は、歴史ということで、それぞれの教科書の内容の整理の仕方や、見

やすい資料、あと自学自習がしやすいかという視点で見させていただきました。 

 それぞれの教科書でいろいろ工夫はされていましたが、その中でも、東京図書の６１ペ

ージにある「人物と連想できる事項をつなげてみよう」ということで、マッピングが上げ

られていたり、６２、６３ページでは、「歴史の学習を確認しよう」ということで、年代

別にいろいろな事項が載っていました。さらに、８８ページから９１ページの「調べてみ

よう」というところでは、自分たちが目的意識を持って調べるテーマを決めたり、調べた

り、まとめてみたりというような項目が載っていたので、自学自習の手引きになるのでは

ないかと思いました。  

 日本文教出版は、先ほどの地理でも同じですが、教科書を開ける時に項目ごとに色分け

がしてあり、歴史において年代別に色分けしてあるというのは、子どもたちにとってすご

く見やすいのではないかなと思います。さらに、学習の確認と活用がほぼ全ての項目にわ

たってあるので、自学自習しやすい工夫がなされているのと、全体的に丁寧に書いてある

と思いました。  

 

【木下委員】  特に歴史の学びの焦点としては、歴史の流れがわかること、それから世界

の出来事と日本の出来事を関連づけられること。社会的な視野で日本の出来事が見てとれ

ることなど、近現代史重視が一つの方向になっています。  

 一つ歴史の流れがわかるという意味で言えば、時代区分をどうするのか。だから、今回、

歴史の教科書は全部、古代、中世、近世、近代、現代、この枠組みを使って時代区分をし、

世界の動きを古代、中世、近世、近代と比べて見てとれるように枠組みづくりが行われて

いると思います。  

 どの教科書も概ね同じような構成になっていますが、その中でも、目次にあらわれてい

るのは日本文教出版だけです。日本文教出版は、第５編、近代の日本と世界として、第１

章、日本の近代化、第２章、二度の世界大戦と日本ということで、この二つを近代という

枠でしっかりとくくっておられます。これは非常に大きな歴史の流れ、世界的な視野で歴

史を見るというときに、大きな視点ではないのかと思います。その視点で見ると、子ども

たちが目次を見ただけで歴史の流れがわかるというような構成になっていると思いました。 

 もう一つは、先ほどの習得、活用、探究については、各社同じように工夫されています

が、特に日本文教出版だけが、偶数ページから始まります。要するに導入が見開きで、そ

の導入にふさわしい資料、写真、イラストが使われおり、導入部分としてこの時代を把握

する、何を学ぶのかという子どもへの興味づけには非常にすぐれた形式になっていると思

います。  

 だから、偶数ページで始まっているので、２ページの見開きで学習のまとめがわかる形

になっていることから考えると、教えやすさ、学びやすい教科書は特に日本文教出版だと

思います。  
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【浦上教育長】 歴史教科書を見るときに、まず一番大事と思っているのは、人権を尊重

する視点を持って、歴史を子どもたちに教えていかなければいけないと思っています。 

 そのような視点でみると、日本文教出版において、先人に学ぶという項目があり、日本

とトルコの関係について、エルトゥールル号の遭難事件のことが書かれております。特に、

日本人もトルコ人も命を大切にしようという思いと日本とトルコの友好関係が載っている

のが非常に嬉しかったです。  

 それと、歴史的な経緯という視点で言えば、やはり同和問題、男女平等、そして在日外

国人など、人権問題をしっかりと扱っていると思います。しっかり子どもたちに教えるこ

とが出来るという思いがありました。  

教育出版の人物から歴史を探ろう、地域から歴史を探ろうなどのページがあり、子ども

たちも興味・関心が非常に高まっていくと感じ、工夫されていると感じました。また、部

落差別についても丁寧にまとめられていると思いました。また、教科書全体が子どもたち

に教えるときに興味・関心が湧くような内容が記載されているということで、いいなと思

いました。  

 他の教科書も人権については必ず掲載するなど、それぞれ工夫はされていると思います。

そのような中で、特に日本文教出版がふさわしいかなという思いです。  

  

【安藤委員長職務代理者】  どの教科書も本当によくできていると思いました。その中で、

過去の戦争どう捉えるかということで、東京書籍は、全体にポイントがすごく見やすく、

考えやすくしていること、もう一つは、日本と世界を交互にテーマ出しをしているので、

整理しやすく、子どもにとっていいと思いました。  

 また、戦争の終結と領土問題について掲載していたり、原爆ドームの保存について、こ

れは２３０ページと２ページ間で書いていたり、先ほども出ていましたが北海道とアイヌ

民族の歴史について、２３４ページのところから書かれています。その後には、現代の問

題として、公害の問題について、その病気と地域を冷静に示しているのがいいと思いまし

た。また、深めようの部分では、特に歴史の大震災を２７０ページからであるとか、人類

の歴史とエネルギーについて、今日的な課題を取り入れており、いいと思いました。  

 教育出版については、人権に重きを置いているなと感じました。だから、特に世界人権

宣言、２６０ページの部分に注目させてもらいました。また、その他にも随所に創意工夫

がみられ勉強する教科書として、いいと思いました。  

 それから、全体の捉え方としては、１９３ページからですが二度の世界大戦と日本の位

置づけをしっかりと示しているように思いました。また、世界から歴史を探ろうというこ

とで、オリンピックとパラリンピックを、２６２ページから捉えており、これはこれから

のことでもあるし、今までのこととつなげていくのが歴史だと思うので、すごくいい捉え

方だなと思いました。  

 それから、日本文教出版に関しては、自己学習ができるかどうかについて、特に重要語

句に振り仮名をつけてくれていることで自己学習ができると思います。読みやすく、考え

やすく、小学校からの歴史の振り返りがあるということで、本当に自分でも学べるし、非

常にいいかなという印象を受けました。 

 全体的には、教育出版か日本文教出版がいいと思っております。  
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【百瀨委員長】 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。  

 「社会（歴史的分野）」については、日本文教出版株式会社の「中学社会  歴史的分野」

が、生徒が主体的に学習を進められることや、歴史の流れがはっきりわかるなどの工夫が

あり、最適であるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「社会（歴史的分野）」の教科

用図書につきましては、日本文教出版株式会社の「中学社会  歴史的分野」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（公民的分野）」について審議いたします。菊池課長よ

り、答申の「社会（公民的分野）」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「公民」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編  新しい社会  公民」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、小学校での既習内容、中学での地理的分野・歴史的分野との

関連・連携が図られている。また、「公民にアクセス」では、幅広く具体的な事例が紹介

されており、個人の考えをまとめたり、数人で話し合うなどの活動が記載されている。  

 人権等の取り扱いについては、男女平等・部落差別・在日外国人など、現代の人権問題

を幅広く学習できるよう配慮されている。また、「公民にチャレンジ」のコラムは生徒の

発言や討論を促す課題設定をおこない、言語活動を用いて主体的に判断する場面を創って

いる。 

 組織・配列・分量については、導入部、展開部、終結部といった構造化が徹底されてお

り、章単位の学習の流れが明確である。単位時間の最後に、学習の確認ができるようにめ

やすが示されているなど、全体としてまとまっている。  

 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、キーワードとなる語句が赤字

になっており、また、全体を通じて現実の資料から学習を進めるように取り上げられてい

る。 

 今日的な課題の取り扱いについては、「調査の達人」コーナーで探求の成果を自己の生

き方と結びつけられるように配慮されている。  

 次に、「中学校社会  公民 ともに生きる」、教育出版株式会社につきましては、取扱

内容・内容の程度については、巻頭「日本と世界の歩み」では年表が歴史的事象と関連し

て学習できるよう配慮されている。また、見出しが「なぜ学ぶのか」等の問いかけになっ

ており、生徒が自分自身の課題として考えられる。  

 人権等の取り扱いについては、基本的人権について種々の人権侵害の実例や過去の過

ち、社会的弱者の置かれた立場や被差別の歴史や現在の課題を持つ人々や民族に目を向け

るよう記述されている。  
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 組織・配列・分量については、「公民の窓」などで、身近な具体的事例を紹介したり、

１８歳の選挙権のことを掲載する等、自分のことと照らし合わせながら考えることで、社

会参画への興味・関心がもて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、詳しく掘り下げて考えようと

する力の育成と、表現スキルの習得を中心とした２種類のテーマ学習ページを設け、それ

ぞれを学習できるように、また生徒の個性に応じて学習でき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、「読んで深く考えよう」「言葉で伝え合おう」の

特設ページでは、生徒が将来直面するであろう地方自治や福祉、住民参画といった現代社

会の課題を掘り下げるようになっており、社会を形成する主権者としての資質を育成する

のに有効である。  

次に、「社会  公民 日本の社会と世界」、株式会社清水書院につきましては、取扱内

容・内容の程度については、巻末に現代史年表が掲載されているため、地理・歴史の内容

と関連して学習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、男女平等・部落差別・在日外国人などの人権問題につい

て具体事例を通して考察できるよう工夫されている。  

組織・配列・分量については、どの頁も左右の図表を同じ背景で配置しており、一貫性

のあるレイアウトとなっている。  

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、各単元ページに、本文の解説

や注釈などがあり、「調査」マークを付した課題などが整理して配置されている。また、

「深める公民」では、授業ではまかないきれない内容も掲載されているため、興味関心を

ひく工夫がされている。  

今日的な課題の取り扱いについては、「もっと知りたい公民」の中などに配置されている

コラムで、実例をもとに多角的に社会を見る目を育成できるよう、配慮されている。また、

「深める公民」の特設ページは、人権保障の分野も取り扱われており、判例をもとに今日

的な課題を取り上げていて資料的価値も高い。  

次に、「社会科 中学生の公民 より良い社会をめざして」、株式会社帝国書院につき

ましては、取扱内容・内容の程度については、「地理・歴史をふりかえる」で、地理・歴

史分野で学んだ内容が紹介されているため、三分野を関連して学習できるようになってい

る。 

人権等の取り扱いについては、将来の主権者として社会を創るのにあたり、知っておか

なければならない課題を「羅針盤」のコラムで取り上げ、現在もある人権問題の課題を取

り上げている。  

組織・配列・分量については、授業後の確認ポイントおよび言語活動を求める「説明し

よう」の課題と、「学習をふりかえろう」の復習課題が系統的に配列され、各部・各章の

一貫性が保たれている。  

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、社会で活躍する人物を掲載し

たり、将来のシミュレーションのコラムが設けられたりなど、実感をもって制度やしくみ

が理解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、各部のはじめにある「クローズアップ」のコラムは、

導入として位置づけられているが、現実の課題と学習内容をうまく関連づけてあり、将来
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直面するであろう課題を体験できるようになっている。  

次に、「中学社会  公民的分野」、日本文教出版株式会社につきましては、取扱内容・

内容の程度については、「公民タイムトラベル」は過去の出来事を紹介しているため、地

理・歴史分野を同時に確認できるようになっている。  

人権等の取り扱いについては、立憲主義の憲法の位置づけが明確であり、人権の尊重が

記述の根底を成している。社会的弱者の立場もきちんと説明されている。  

組織・配列・分量については、各単元の導入資料にマララ・ユスフザイ、マザー・テレ

サといった最近の新聞記事や、旅行会社パンフレットなど生活に密着したものが取り上げ

られ、問いかけとともに、興味・関心を喚起させるよう工夫されている。また、どの単元

も、学習課題の確認と活用との対になった構成が統一してとられており、見やすい配列と

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、冒頭に「教科書の構成と使い

方」があり、資料やコラム特設ページの位置づけ、効果的な学習法が明示されており使い

やすくなっている。また、キーワードにアンダーラインを入れたり、工夫した図を使用す

るなど、苦手な生徒が多い単元の一つである「日本国憲法」も理解しやすくなっている。  

今日的な課題の取り扱いについては、「公民 +アルファ」の特設ページで、パレスチナ

問題やワーキングプア、ハンセン病など学習内容と関連させて今日の課題を解説しており、

時事問題の理解を促している。  

次に、「新しい公民教科書」、株式会社自由社につきましては、取扱内容・内容の程度

については、序章では、外国を紹介するレポートを作成させたりすることで、復習しなが

ら学習を深めることができるよう配慮されている。  

人権等の取り扱いについては、「持続可能な社会をめざして」の章では、国際社会が協

同して個々の安全を守るために、一人ひとりが何をすべきかを考え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、序章では、生徒が興味を持てる資料を多く掲載しており、

記述もかみ砕いた表現で書かれているためわかりやすい。また、「学校とルール」の単元

では、「対立と合意」を説明するなど、身近な問題と関連づけて学べ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、章末に、自分で調べたことな

どを400字でまとめる課題が設けられており、考えをまとめたり、議論したりする力を育

てられ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、巻末の図版「わが国の領域」で、近年の隣国との

課題を大きく取り上げている。  

次に、「新編  新しいみんなの公民」、株式会社育鵬社につきましては、取扱内容・内

容の程度については、巻頭「なぜ公民を学ぶのか」の項で、公のために行動できることが

強調されている。また、章末の「学習のまとめ」で、自分の考えを表現する課題が設定さ

れ、学習内容の理解が深められるよう配慮されている。  

人権等の取り扱いについては、国際社会の中で、それぞれの国を尊重する態度が育成さ

れるよう配慮されている。  

組織・配列・分量については、文化祭の場面設定で身近な具体事例が取り上げられてお
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り、学校生活と関連づけて学習できるよう配慮されている。また、「○○の入り口」とい

うページが設けられており、思考力・判断力・表現力が高められ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、キーワードとなる語句を赤字

で記載したり、索引では口絵や巻末付録の写真番号も記載してすぐに資料を検索すること

ができるよう工夫されている。また、自分の過去・現在・未来シートによって、入試を控

えた３年生への動機付けに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、「理解を深めよう」などで、現代社会における様々

な題材が取り上げられ、興味関心がもてるよう構成されている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、社会（公民的分野）につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  各教科書とも公民の学習は、大変興味を持っている子と、現代の問題、特

に憲法、政治などがわかりにくいということで、関心を持ちにくい子どもがいると考えて

います。その両方の子どもたちがいる中で、公民が掲げる課題に対して子どもたちがどう

向かってくれるのか、それをつくり出すにはどの教科書がいいのかという観点で見させて

いただきました。  

 公民は、現代社会を考えるわけで、１８歳選挙権の問題もありますし、目の前に考えな

くてはいけない問題たくさんあります。どの教科書も、現代の課題という形で多様な問題

を多様な角度から取り上げられているのは、本当に公民に対して真剣に教科書をつくって

こられていると思いました。  

 必要なことは、現代の課題をグローバルな視野で、社会的な視野で、歴史的な流れの中

でどう位置づけるのか。要するに、グローバルなものと現代の課題とを結びつける視点を

どれだけ持っているのか。よく言われるように、グローバルシンキング、ローカルアクト

という形の構成にどうなっているのか見させていただきました。  

 情報社会ですので、情報に対して各種資料が色々な形で情報があふれ返っています。そ

ういう意味では情報スキルにどれだけ視点が置かれているのかも見せていただきました。  

 そういう視点から見ると、どの教科書も工夫はされていますが、導入部分として、地球

規模から入って、年表を掲げて歴史を見る。そして歴史的な視野を持って、世界地図を掲

げ、世界の様子を見ていきましょうという、最初の目次へまでの構成が、日本文教出版が

大変すぐれているなと思いました。各社が世界の様々な問題をそれぞれの観点で上げられ

ていますが、公民を学習する際には、世界的規模で年表を歴史的にも見て、今まで学んで

きた地理的視野と歴史的視野を入れて、現代課題を世界的な規模で見ましょうと。そのう

えで、自分たちの目の前の課題を見ていくという構成がよくできているのかなと思いまし

た。 

 そういうことで、情報スキルの形成についてのトピックが、目次を見てもわかるように

なっています。情報スキルアップという形で情報スキルの形成があったり、チャレンジ公

民という形で現代の課題へ迫ったりというようなことが、目次レベルで明らかにされてお

り、子どもたちにとっても見やすい教科書になっていると思います。 
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 各編の最初にナビがついているので、ここの編では何を学ぶのか、どのようなことを考

えればいいかという学習の方向性も見えていますし、八尾の子どもたちが自学自習する際

にもわかりやすのではないかと感じました。 

 

【御喜田委員】 公民の学習は、実生活とどのように関連づけてあるかという部分と、教

科書を通じて子どもたちにどのような力をつけて欲しいかという観点で見させていただき

ました。 

 その中で、いろいろな工夫をされていますがが、日本文教出版の７２ページの「表現の

自由について考えよう」というところで、イラストで、自分がつまらないと思った意見で

も、他の人からすれば思いつかない意見だということもあるとか、見方を変えていろいろ

な意見を言ってみると新しい発想につながりますっていう部分、あと、８５ページの「統

計のトリックに注意をしよう」だとか、そういった部分がすごく面白いと思いました。  

 やはり自分が与えられた情報、自分が読んだものだけで全てを理解したと思うのではな

く、本当にそうなのだろうかとまず疑ってみることだとか、これから子どもたちがこの公

民の教科書だったり、授業の中で、子どもたち同士ディスカッションしたり、ディベート

をしたり、プレゼンテーションするような授業がこれからどんどん入ると思うのですが、

その中で躊躇せず、物おじせず、間違っているかもしれないけど言ってみようという、子

どもたちが自分に自信を持って言えるようなことが、この教科書から学べるのではないか

と思いました。  

 １１９ページから、私たちの生活と経済という部分ですが、お金のことに関していろい

ろな教科書でも取り扱っていますが、日本文教出版が一番実生活に結びついていて、家計

の収入と支出という部分も教えていたりするので、いいと思いました。  

  

【浦上教育長】 公民については、先ほどの歴史でもそうでしたが、やはり人権の尊重が

どのように記述されているのかを中心に見せていただきました。特に、日本文教出版と教

育出版がいいと思いました。  

 それは、人権を考える上で、憲法をしっかりと学ばないといけないと思っています。そ

の中で、特に日本文教出版は、人を思うことや、人のことを考える文章が記述されている

と思います。表現も易しく、子どもたちにとってわかりやすくなっています。「憲法はこ

ういうことを保障しているよ、保障しないといけないよ」というあたりが、非常にわかり

やすいイメージを受けます。写真の掲載も細かい部分に配慮されているあたりが非常に良

かったです。 

 教育出版は、地方自治とか、あるいは地域福祉とか、住民の参画のもとで地域のまちづ

くりを進めていくことを子どもたちに教材として、非常にたくさんのページを割いていま

す。そして、最後にはまちづくりのアイデアを提言しようという、テーマを持って書かれ

ています。これも非常に八尾の子どもにとっては大事な部分で、教えていきたいと思って

います。 

人権に関して、表記の仕方等について子どもたちが興味・関心を得やすいという意味で

は、日本文教出版と思います。  
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【安藤委員長職務代理者】  人権、平和、生きる力、そして子どもたちが本当に心の中で

ケアができて前に進んでいけるかどうか、それともう一つは、どうしても憲法というだけ

で敬遠してしまう人もいる中で、子どもたちへ非常にわかりやすくどのように伝えている

かをポイントに見ました。  

 東京書籍の場合は、人権と平和を大きなポイントとして、３６ページのところで人権と

日本国憲法という形で取り上げています。また、４２ページのところでは、日本の平和主

義について、現状の中でどうしていくべきかを伝えているように思います。その後には、

人権の保障とアイヌ民族と先住民族の権利について、そして裁判と人権についてなど、非

常に大きなウエイトをかけておられるなと感じました。 

 それ以外にも、東日本大震災での復興と防災や第５章では資源エネルギーを新聞の記事

を掲載していること。さらに、エネルギー政策とパレスチナ問題にも触れています。そし

て、公民アクセスでは日本の領土について示されているところがポイントであると思いま

した。 

 教育出版は、人権と暮らしを大切に取り上げていると思いました。特に１８０ページの

ところでは、国家と領土ということで、今注目されていることを載せられていると思いま

した。また、東日本大震災についても１２ページと１３ページに掲載があり、人間の心の

触れ合い、対立から合意していくことを２６ページに書いています。また、４６ページの

ところでは、平等権、そして社会権というようにつながっていっているので、我々が権利

として何を持っているかをきちっと捉えているように思いました。  

 それから、１６４ページのところで、ノーマライゼーションとバリアフリーということ

や、１９９５年の震災についても触れてあって、やっぱりその中で忘れてはいけないこと、

またこれから進んでいくことをここで取り上げているように思いました。実際の授業の進

め方においては、考え方として、学習コラム、クリップ、特集ページを組むことで深く考

える工夫がされていると思いました。  

 日本文教出版ですが、全体がうまくまとめられているなと思いました。そして、実生活

の中においても、日本だけでなく世界で活躍しているマララさん、それからマザー・テレ

サを取り上げることで、今の現代において何をすべきなのか、希望もそこに載せられてい

るように思いました。  

 日本国憲法においても、工夫した図を活用することで丁寧に説明されており、理解しや

すくされていると思いました。  

 先ほども触れましたが、「公民＋アルファ」のところでは、パレスチナ問題、ワーキン

グプア、これがちょうどつながっていくのが、１４８ページにある１５歳のハローワーク

もそうですが、小さい子どものころから働くことの大切さもここで訴えていると思いまし

た。それから、ハンセン病についてもきちっと捉えていると思いました。以上から、日本

文教出版か教育出版がいいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「社会（公民的分野）」については、日本文教出版株式会社の「中学社会  公民的分野」

が、人権を考え、実生活と関連づけて学べる、また、導入の部分から生徒が主体的に興
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味・関心を持って考える等の工夫がされており、最適であるとのご意見が多かったように

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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「社会（公民的分野）」の教科

用図書につきましては、日本文教出版株式会社の「中学社会  公民的分野」を採択するこ

とが適当と決しました。  

  

【百瀨委員長】 それでは、議事の都合により、暫時休憩といたします。  

 

（休  憩） 

 

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

ます。菊池課長より、答申の「地図」について説明をお願いいたします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「地図」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編  新しい社会  地図」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、「ジャンプ」として関連した資料・地図を記載したページが

示されており、「注目したい記号」が各地図に示されたりなど、知識の習得や理解を深め

るよう工夫されている。また、近畿圏の地図が多く取り上げられている。  

 人権等の取り扱いについては、生活・文化・宗教について世界の様々な地域に関する情

報が提供され、多用な視点から理解できるよう工夫されている。  

 組織・配列・分量については、「一般図」・「基本資料」・「テーマ資料」の３部で構

成されており、詳しい内容を補う資料を掲載することで、より発展した学習ができるよう

配慮されている。また、地図に加えて写真も多く使用されている。  

 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、国名や都道府県名、地名の表

記が強調されるよう明瞭な色合いで表現されており、学習しやすいよう配慮されている。

また、建物や産物等が地図に盛り込まれており分かりやすい。  

 今日的な課題の取り扱いについては、土砂災害や火山、過疎、環境問題等の課題につい

て取り扱われている。また、着眼点や学習活動のヒントがわかりやすく記載されている。  

 次に、「中学校社会科地図」、株式会社帝国書院につきましては、取扱内容・内容の程

度については、地図帳に興味・関心をもち、基礎・基本となる知識や幅広い教養を身につ

けていけるような資料をたくさん掲載しており、ページ数も多い。また、大阪湾周辺の地

図をはじめとして、近畿圏の地図が多く取り上げられている。  

 人権等の取り扱いについては、衣食住を中心とした生活の様子、宗教や言語などのわか

りやすい資料が配置されているため、様々な文化が理解できるよう工夫されている。  

 組織・配列・分量については、地域ごとの特色が効果的に配置されており、地理的分野

での利用だけでなく、歴史・公民分野での活用ができるよう配慮されている。写真・グラ

フ等が多用されており、地図帳が身近なものとして考えられるよう配慮されている。  
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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、色の使い方が繊細で見やすく

なっている。見出しが両端にあり、開けているページが分かりやすい。また、多くのペー

ジで同じ方向から地図を見ることができるようになっている。  

今日的な課題の取り扱いについては、世界では各地域で環境問題について触れている。

日本でも環境問題や富士山を中心とした世界遺産などを取り扱っている。また、防災・安

全関係の資料が掲示されており、生徒の防災意識が高められるよう配慮されている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、地図につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 ２社ということで、それぞれの教科書を見せていただきました。本当に

カラフルで写真もすごく使ってあって、どちらも本当にいい教科書だと思いました。私は

この教科書を通じて、子どもたちが幅広い知識や教養を身につけることができるかどうか

という観点と、いろいろな土地に興味を持ってもらえるような観点から教科書を見せても

らいました。  

 その中で、東京書籍が写真をたくさん使ってあり、その写真の下に地名が載っているの

で、子どもたちにとっては身近に感じることができるのではないかと思いました。  

 あと、地図の写真や絵については、一面的に見るのではなくて、山や海の底のおうとつ

が載っている東京書籍のほうが、世界の広さを感じたり、山や海、普段、見ることができ

ないところがわかることで、子どもたちにとって興味や関心を持ち、見やすいと思いまし

た。 

 

【木下委員】  両方の地図帳とも大変きれいで、写真もあり、資料も多い構成になってい

ます。そのことを踏まえた上で、幾つかそれぞれに特徴があると思いました。 

 一つは、地図活用として、立体を平面に、平面から立体へという、地図記号を使って立

体を平面に移す。平面に移されたものから立体を読み取るという、平面と立体の行き来の

力をつけるが地図活用の一つかなと思っています。 

 その観点から見ると、立体と平面のつなげる役割をする図が、帝国書院の場合、例えば

世界であればアジア州の資料図２などで、立体イラストが入っています。そして、地図が

くることで、地図がどういう風景なのかが想像しやすくなっていると思います。そういう

立体の図が世界各州のはじめに使われていますし、地図を読み取る際の手助けになる資料

が入っているのが帝国書院の一つの特徴かなと思っています。 

 それから、先ほどの報告でもありましたが、帝国書院については、例えば近畿地方のと

ころでいうと、まず、全体があり、だんだんズームされ各地方を取り上げ、次に資料がく

るという形で系統立てています。  

 １０３ページ、本州中央に模写があります。大阪の子は、西日本は強くて県名も割とす

らすら言えるけど、関東中越地方はなかなか地名が出てこないことがあります。西から東

への移行がこの図で、全体がすごくわかるように工夫さている一つで、その他にもところ

どころに子どもの学びの工夫がされているという意味では、帝国書院がいいと思います。  
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 東京書籍もさまざまな資料を取り上げ、子どもたちが学びやすいように課題を出したり、

あるいは近畿地方で訪れてみたいところを取り上げたり、多様な工夫をされているという

のはよくわかりますが、地図帳として見たときに、帝国書院がいいかなと思いました。  

 

【浦上教育長】 社会を勉強する上で地理と地図は切っても切り離せないものだと感じて

います。  

 その上で、東京書籍はいろいろと工夫されています。見開きも左右にあり、子どもたち

も使い勝手がいいような感じがします。また、後半の部分では、さまざまな資料が掲載さ

れており、この部分もいいと思いました。  

 あと、帝国書院の大阪近辺といいますか、非常に大阪とか近畿の動きがわかりやすくて、

地理を教えるときに勉強しやすく掲載されていると思いました。 

 それと、色の使い方については、東京書籍、帝国書院の両社とも工夫されていますが、

どちらかといえば、帝国書院のほうが優しくみやすいと思いました。あと、東京書籍も優

しい色使いをしていますが、ここは大阪の八尾ですので、近畿圏、特に大阪の記載が多い

帝国書院が子どもにとっては望ましいかと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】  両社とも見やすさや色使いなど、生徒が興味・関心が持てる

ような工夫をすごくされていると思いました。 

 帝国書院の配色がすごく目にいいというか、見たときに見やすいということ。また、地

図の縮小の縮尺の仕方ですね、それによって見やすいというのは、後の音楽でもそうです

が、目に合った大きさというものがあります。そうした場合に、ある程度系統立てて縮図

を使っているのを見たときに、目に優しく考えやすいということをすごく感じました。 

 だから、コンパクトにしてあるようだけども、きちっとそういうようなことを捉えてい

るということで、帝国書院がいいと思いました。  

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、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「中学校社会科地図」が、最適であるとのご意

見が多かったように思いますが、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】 全委員ご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「中学校社会科地図」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「数学」について審議いたします。菊池課長より、答申の「数

学」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「数学」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編 新しい数学」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内容・内容
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の程度については、中学１年生の内容では「小学校の算数をふりかえり」の内容が巻末に

扱われており、復習や確認をすることができる構成となっている。そして、中学２年生の

内容では「１年のふりかえり」、中学３年生の内容では「１、２年のふりかえり」と発達

段階に適応した構成となっている。  

 人権等の取り扱いについては、教科書の登場人物は男女共とも登場させており、男女共

生の精神に基づいて構成されている。また各学年においても、他者の考えを認め、協同し

て課題解決に取り組む態度が養われる教材が組み込まれている。  

組織・配列・分量については、「例→たしかめ→問」の順で課題が設定されていて、基

本的な理解をした後に問題演習に取り組めるようになっており、基礎基本問題が定着しや

すい配列になっている。  

 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、各章や各節の導入で、学び合

いができるよう配慮されている構成となっている。また、「社会とつながる」ではニュー

スなどの資料を取り上げ、生徒に興味関心を持たせ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、協同学習をすすめられるような例（「マイノート」

の書き方）や全国学力・学習状況調査の類題も記載されており、幅の広い授業展開が可能

である。  

 次に、「新版 数学の世界」、大日本図書株式会社につきましては、取扱内容・内容の

程度については、見開き１ページで授業を行えるように構成されており、その中で導入問

題、学習のねらいが分かりやすく提示してある。また、｢社会にリンク｣から数学を学ぶこ

との良さを実感できる内容になっている  

 人権等の取り扱いについては、発表や話し合いをする場面では、発言者の話をしっかり

と聞き、相手の考えを尊重し、自分で考える態度が育成できるように配慮されている。  

 組織・配列・分量については、章に利用の節があり、学んだことを利用して事象を数理

的に捉え、数や式・図・表・グラフなどを用いて表現できるようになっている。十分な演

習量を確保し、学び直しにも留意して、基礎・基本が確実に身に付くようになっている。  

 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、１年、２年、３年と各学年ご

とにフォントサイズが変えられていて、小学校、高校の教科書に近いものに工夫されてい

る。 

 今日的な課題の取り扱いについては、説明する活動や互いの考えを紹介しあう活動が取

り上げられている。｢もっと数学！｣や｢プラス・ワン｣で発展的な内容に位置付けられる問

題を準備してあるので、個に応じた指導の充実が行えるように配慮されている。地球温暖

化と二酸化炭素濃度についてなど今日的な課題にも触れている。  

 次に、「中学校数学」、学校図書株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、各学年とも巻末に前学年のふりかえりの内容が扱われ、発達段階に適応した内容

となっている。また興味関心によって、中学３年間の学習を越える内容も「発展」として

扱われている。  

 人権等の取り扱いについては、扱われている資料の内容では、「公共の精神」や「道徳

心」の育成につなげることができる内容も多く扱われている。  

 組織・配列・分量については、学習が進めやすいように例題から問いへのつながりが持

てる内容になっている。記述式の問題に課題をもつ生徒が少なくない現状を踏まえて、例
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題や解き方がすっきりとしたレイアウトで、理解しやすくまとめられており、生徒が家庭

学習で利用しやすい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、模範解答をノート形式で示し、

数学の苦手な生徒も模写しやすいよう工夫されている。また、現代まで名を残す偉人につ

いて紹介するなど、他教科で注目されている偉人と現代数学とのつながりを意識できる資

料が記載されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、言語活動を中心とした、全国学力・学習状況調査

やＰＩＳＡ型の問題と同様の活用力や読解力を養うことのできる問いが、各学年、各章で

扱われている。  

 次に、「中学数学」、教育出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につい

ては、学習のまとまりごとにねらいが明確にされている。小学校からの学習の積み重ねと

系統性を考慮している。また、『〇章を学習する前に』や本文中の『もどって確認』など

で，適宜，小学校で学習した既習内容を取り上げている。  

 人権等の取り扱いについては、発表や話し合いの場面では、発言者の話をしっかりと聞

き、相手の考えを尊重し、自分で考える態度が育成できるように配慮されている  

 組織・配列・分量については、数学の基礎的な概念や原理・法則を理解し，数学的な表

現や処理のしかたを習得するために章の入口にはその章に関連する既習内容を確認する問

題を，出口にはその章で学習した基礎的・基本的な内容をまとめるページを設けている。 

 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、誤答例を示し、間違いを考え

させる問題を取り入れている。章で学習したことを関連付けて考える題材が、深めようで

用意されている。また、高等学校につながる内容にも触れられている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、東京スカイツリーなど、日常生活や社会に関する

話題を数多く掲載しており、数学的な思考力・表現力を養うとともに、数学のよさを実感

できるようになっている。  

 次に、「未来へひろがる数学・未来へひろがる数学ＭａｔｈＮａ viブック」、株式会社

新興出版社啓林館につきましては、取扱内容・内容の程度については、本編の内容は抽象

的な内容から具体的な内容へ、そして基本的なものから発展的な内容へ進むように構成さ

れている。また、一緒に考える場面や、様々な発想を促す場面があり、活用力を育成する

ことができるように工夫されている。  

 人権等の取り扱いについては、 MathNaviブックの巻頭に「数学を活用している人」が設

定されており、数学の有用性を感じながらキャリア教育へもつながるようになっている。  

 組織・配列・分量については、数学が苦手な生徒から得意な生徒まで幅広く対応できる

内容になっており、定着、積み重ねという観点で適度な練習問題、応用問題が配置されて

いる。家で学習しようとする際にも使いやすい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、数学が苦手な生徒でも取り組

みやすいように、小学校での内容を必要なときに教科書内で復習できるようになっている。

また、適度なスペースを設けたり、学習している単元を確認しやすい工夫がある。  

 今日的な課題の取り扱いについては、思考力・判断力が学習の中で培われ、一人ひとり

が多様な個性・能力をさらに伸ばして創造力が養われるよう「千思万考」などで考える力

を育成している。  
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 次に、「中学校数学」、数研出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、各単元に「ここで学ぶこと」のめあてが設けられており、目標が明確化されてい

る。「やってみよう」で身の回りにある事象に関連づけて考える工夫や、「数学探検」

「チャレンジ」でより発展的な思考を育める工夫がされている。  

 人権等の取り扱いについては、「伝え合おう」で、クラスでの活発な意見交流を通して、

他者との学び合いを高め合い、他者の意見を聞く、自分の意見を発表する言語活動の育成

につながる配慮がされている。地球温暖化問題の内容についても触れられている。  

 組織・配列・分量については、「確かめよう、基本問題、章末問題」と反復練習する機

会が設けられている。巻頭の「クイックチャージ、ドリルでチャージ」で前学年の復習が

できる工夫がされている。  

 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、日常生活に密着した話題など

を取り上げ、数学が社会に果たす役割を実感できるように工夫されており、資料の活用の

とびらのページでは、奈良県の鹿せんべい飛ばし大会等実際に行われている例が挙げられ

ている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、 2014年に開催されたソチオリンピックの写真を掲

載する等、生徒の興味関心を引くような工夫がされている。  

 次に、「中学数学」、日本文教出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度に

ついては、身近な事例から考える活動を経て、章のねらいを確認した後に学習に入る構成

になっている。高等学校につながる内容にも触れられている。｢ステップアップ (３年生の

み)｣では理解度に応じた設問が設けられている。  

 人権等の取り扱いについては、発表や話し合いをする場面では、相手の考えを尊重しつ

つ、自分なりに考える態度が育成できるように配慮されている。  

 組織・配列・分量については、関連ページの明示などで学び直しができるように工夫さ

れている。節末問題、章末問題と段階を追って繰り返し学習を行えるように問題が準備さ

れている等の工夫がある。  

 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、｢数学マイトライ｣や｢数学の

たんけん｣では他教科や身の回りで数学が活かされているところや数学史について知り、

興味関心を惹く資料が準備されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、防災、環境などの今日的な課題を題材としたペー

ジがあり、これらの問題を数学と関連付けて考えるような工夫がある。また、日本の数学

者も紹介しているので自国の伝統や文化に触れることが出来るように工夫されている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、数学につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【浦上教育長】 まず、啓林館の教科書に注目しました。特に八尾の子どもには、活用す

る力を育てたいと思っています。基礎基本をしっかり教えて、それを活用につなげていく

というあたりが啓林館は非常にいいと思いました。その中でも、適度な練習問題があり、

応用問題も工夫されていて、大変いいと思いました。  



－32－ 

 東京書籍は、基礎基本の定着にはすごく良いイメージを持ちました。マイノートや、あ

るいは協同学習を進めることで、非常にわかりやすいかなと思いました。  

 学校図書は、家庭学習をしやすい教科書というイメージを持ちました。やはり、今、八

尾の子どもたちには、自学自習、家庭での学びの習慣をつけていきたいと考えています。

それが、この教科書であればできるのではないのかなと思いました。 

 全部を見せていただいた中で、啓林館が一番望ましいと思います。  

 

【木下委員】  数学は、中学生になると得意な子と苦手な子に分かれる傾向にあるので、

苦手意識を持たないような工夫がされているかどうかを見させていただきました。どの教

科書もきれいで、問題も工夫されていると感じました。  

 その中で、啓林館の「ＭａｔｈＮａｖｉブック」が別冊になっていることが特徴と思い

ます。他社では、問題集などが巻末や資料についていたりしますが、別冊にすることで使

いやすいと思いました。  

 それと、日本の子どもは、決して数学の学力は低くないですが、日常生活の結びつきへ

の意識が弱いため、数学を勉強して何になるのと思っている子がいると思います。 

そこへの工夫がこの「ＭａｔｈＮａｖｉブック」では最初に、どのような事に役立つか

説明しています。例として数学と将棋の関係や、あるいはスポーツデータのリストなどが

出ていることで、職業や生活との結びつきがわかりやすくなっています。特に優れている

と思ったのが裏表紙の工夫です。数学の視点で美を見つけようというのがいいと思います。

１年、２年、３年で、日常生活にあるものの美しさを数学的視点で眺めてみようという形

になっているのが、現代社会と数学のつながりが見えます。このような工夫をされている

ことから、日本の子どもが数学に弱いというのを意識している教科書かなと思いました。  

 

【御喜田委員】 数学は苦手な子が多いと思うので、その苦手な子でも取り組みやすいか

どうか、自学自習がしやすいかどうかという観点で見せてもらいました。  

 本当に数学の教科書なのにすごくカラフルで見やすくて、子どもたちがぱっと見たとき

にアレルギーを起こさないような工夫がされていると思いました。  

 その中で、学校図書ですが、前の地理でも話したように、それぞれの項目に開ける時に

色で分かれているので、子ども自身がこの項目を勉強したいなと思った時に、見やすいと

思いました。  

 また、それぞれの項目に行く前に、いきなり問題にいくのではなく、子どもたちが取り

組みやすい、興味を持てるような内容が全ての項目において最初にあるので、いい工夫が

されていると思いました。  

 あと、啓林館ですが、「ＭａｔｈＮａｖｉブック」があることで、自学自習をするには

すごくいいと思います。あと、ノートの工夫の仕方がきっちり書かれていますし、みんな

で話し合ってみよう、自分の言葉で伝えてみようというのがあり、数学ですが、ほかの教

科との関連づけもされていて、いいと思いました。  

 

【安藤委員長職務代理者】  結論から言えば、啓林館が一番いいと思います。この「Ｍａ

ｔｈＮａｖｉブック」が別冊になっていることにより、勉強しようと思ったら学びにつな
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げていくことができると思いました。  

 １年生から３年生に対しても、段階的につなげていく形になっていて、説明もすごくわ

かりやすく、実践に進みやすいと感じました。 

 創意工夫の部分としては、３年生の円周角の定理の部分や、乱数表などを使っているの

が面白いと思いました。それと、インデックスの部分においても、見開きで何を学ぶかが

すごく見やすいと思いました。  

 他には、学校図書や東京書籍なども本当にうまく子どもたちを積極的に学ばそうという

工夫がみられました。  

 

【浦上教育長】 数学は、好き嫌いがはっきりする教科だと思います。だから、いかに子

どもたちにとってわかりやすく、自学自習しやすいのかを考えると、啓林館の「Ｍａｔｈ

Ｎａｖｉブック」が別冊になっていて、わかりやすく自学自習がしやすいと思います。  

 その他の教科書の中で、人権的に配慮していただきたかったと思う箇所があり、少し気

になりましたが、全部を見せていただいた中では啓林館が一番いいと思います。  

 

【百瀨委員長】 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。 

 「数学」については、株式会社新興出版社啓林館「未来へひろがる数学・未来へひろが

る数学ＭａｔｈＮａｖｉブック」が、最適であるとのご意見が多かったように思いますが、

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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「数学」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の「未来へひろがる数学・未来へひろがる数学Ｍａｔ

ｈＮａｖｉブック」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します。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「理科」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編 新しい科学」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内容・内容

の程度については、話し合いや発表、説明してみようなどの言語活動に取り組む箇所が多

く、生徒自身の探究活動による科学的な思考力・表現力の育成を図っている。  

 人権等の取り扱いについては、主体的に自然と関わったり、環境に対する意識を高める

ことで、生命尊重や自然環境の大切さに気付くように工夫されている。  

 組織・配列・分量については、各単元の指導時期や内容の関連性をふまえ，生徒の科学

的概念の形成に配慮された単元配列となっている。各単元の指導順序を入れ替えても指導

上の齟齬が生じないように，｢リンクマ―ク｣によって単元間の関連を図り，多様な指導計

画にも対応できるように配慮されている。  
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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、「科学で GO!」や「ニッポン

の科学」などのコラムで、日常生活と社会との関連を振り返ることができるように工夫さ

れている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、例題・練習・確認という３段階での問題練習場面

を設定し、基礎･基本の定着に工夫がされている。また、探究活動や自由研究に関する取

り扱いも多く生徒の興味・関心を広げたり、深めたりする工夫がみられる。  

次に、「新版  理科の世界」、大日本図書株式会社につきましては、取扱内容・内容の

程度については、取り扱い内容は多いが発展などとの区別が分かりやすいので、生徒の学

習状況に応じて段階的に学習ができるようになっている。過去に学習した部分は、各単元

の導入のページにおいて、いつ、どの教科でどのように教わったかを思い出せるような記

載になっている。  

人権等の取り扱いについては、環境に関することだけではなく、随所に学校で男女が共

同して活動している様子が写真として使われ、共生の観点で構成されている。  

組織・配列・分量については、説明の文章が、課題や語句ごとに区切られていて、分か

りやすい。単元末の問題などを解く際には、本文中から探しやすい構成になっている。写

真で見て分かりにくい部分にはイラストで補足して説明している。  

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、学習分野における身近な現象

や仕事やくらしの中で使われる理科についての話題が示されていて、生徒の興味・関心を

広げたり、深めたりすることができるよう工夫されている。巻末の周期表に写真が使用さ

れておりイメージがわきやすい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、各章末の「学習の確認」で既習事項の整理と定着が

しやすい内容の問題が設定されている。また、各単元末の「学習のまとめ」も非常に見や

すく、基礎･基本の定着ができるように工夫されている。  

次に、「中学校科学」、学校図書株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、「思い出してみよう」で、すでに習ったことをふりかえることができ、基礎・基

本の定着を図ることができるように工夫されている。観察・実験では、目的をしっかりと

意識できるように課題は別枠で明示され、「結果」と「考察」も区別している。  

人権等の取り扱いについては、環境に関する内容には「環境マーク」をつけて意識付け

を行なっている。また、医療や防災の角度から、生命の尊さについて考えられるよう工夫

されている。  

組織・配列・分量については、単元の始めに、「これから学ぶこと」が写真とともに示

されており、学習内容が分かりやすい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、コラム「科学の窓」の中で、

「科学の歴史」「環境」「資料」といった日常生活や社会とのつながりが取り上げられて

おり、自学自習ができ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、練習問題を多く取り扱い、解き方の解説と問題が

順を追って設けられているなど、基礎・基本の定着を積極的にはかろうとする面が見られ

る。公式を学ぶ単元などでは、例題と解き方が詳しく説明され練習できるなど多くの生徒

たちが苦手とする分野での定着が図られるよう工夫されている。  

次に、「自然の探究 中学校理科」、教育出版株式会社につきましては、取扱内容・内
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容の程度については、観察・実験の前には「課題」が明示され、結果から考える力がつく

よう「結果」と「考察」を分けている。「話し合おう」や得た知識から自分の考えを説明

する「活用しよう」が設定され、言語活動を伴う学習が行われるよう工夫されている。  

人権等の取り扱いについては、「ハローサイエンス」で、身近な生活や環境問題に関す

る話題が取り上げられ、身の回りの生活や環境について、主体的に考えるよう促している。  

組織・配列・分量については、単元のはじめには、写真とともに、「学んでいくこと」

が示され、学習のイメージがとらえやすい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、巻末には、「自由研究」を設

け、さらにペーパークラフト教材を用いることで、原理や法則の理解を深めるためのもの

づくりに取り組めるものになっている。巻頭の周期表に写真が使用されておりイメージが

わきやすい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、単元のはじめに、学習意欲が高まるような写真を

配置して、興味・関心を広げる工夫がされている。各単元末には基礎･基本問題と活用･応

用問題が設定され、さらに巻末には学年末総合問題が設定されるなど、既習事項の定着が

しっかりできるよう工夫されている。  

次に、「未来へひろがるサイエンス・未来へひろがるサイエンス  マイノート」、株式

会社新興出版社啓林館につきましては、取扱内容・内容の程度については、「発展」「た

めしてみよう」「別の方法にトライ」などで、学習内容に関連した観察・実験やその分野

の話題が示され、学習意欲を促すものとなっている。写真、情報共に豊富で、自学自習の

際にも活用しやすいように工夫されている。  

人権等の取り扱いについては、コラム「ぶれいく TIME」の中で、自然や生命についての

内容が取り上げられ、環境保全や生命について考えられる内容になっている。  

組織・配列・分量については、注意すべき器具の扱い方や、実験操作についての資料も

充実しており、安全についても細やかに配慮された内容になっている。「課題」や「考え

てみよう」などポイントとなるところは、目立つように配置されている。また、計算の仕

方や算数・数学の考え方について取り上げており使いやすい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、自然事象と日常生活や社会を

関連づける読み物や写真が多く、学習内容をより身近に感じることができ、生徒自身が学

びやすいように工夫されている。学習事項の確認を行うツールとしての青色シートや別冊

が付属する等、補助資料が充実している。  

 今日的な課題の取り扱いについては、各章の導入で今までの学習をふり返ったり、別冊

では基礎・基本の定着が図れるよう工夫されているなど、生徒の知識・理解を深めるもの

となっている。また、マイノートにより、学習内容の整理や定着を自分自身で進めていく

ことができるように工夫されている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、理科につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  
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【浦上教育長】 理科の教科書を見るときに、光合成の部分をポイントに絞って見ていま

した。理科というのは、観察と実験の結果を受け、応用につなげていくというのが一番大

事だと思っています。今、子どもたちの実験離れといいますか、余り興味・関心を持って

ない子どもが多いので、観察や実験をしっかりと掲載している教科書がふさわしいと考え

ています。  

 特に啓林館は、非常にページを割いていました。観察と実験が非常にわかりやすく、そ

の観察、実験した結果を次の発展の応用に繋げていく工夫がされていると思いました。そ

れから、実験する際の安全配慮、これがたくさん書かれており、いいと思いました。  

 それから、東京図書は、実験で目的、方法、結果、そして考察のポイントまでしっかり

書かれており、子どもたちには理解しやすく、教員も使いやすいと思いました。また、子

どもが自ら探求していく、活動をしやすくさせる教科書かなと思いました。  

 それから、学校図書ですが、科学の窓という発展的な読み物がたくさんあり、特に理科

の好きな子どもには、さらに理科を好きになって、自学自習力がつくというイメージを持

ちました。  

 この中では、啓林館がいいなと考えました。 

 

【木下委員】  各教科書について、１年生の構成や入り方に着目して見させていただきま

した。理科は第１分野と第２分野に分かれていて、第１分野の見えない物質から入るのか、

第２分野の生命・地球編から入るのか、どちらから先に入るのかがあると思います。 

 第１分野から入っているのが学校図書と教育出版です。第２分野の植物から入っている

のが、大日本図書、東京書籍、啓林館です。 

啓林館だけが生命・地球編ということで、第２分野をまず扱って、第１分野へという形

です。植物から入っている東京書籍と大日本図書は、生命の植物のところはやるけれども、

第２分野の一部を勉強して第１分野へ入り、最後にもう一度第２分野の地球編へ戻るとい

う構成になっています。 

 そういう構成から見ると、生命・地球編という形で分野をまとめて扱っている啓林館が、

子どもにとっては入りやすく見やすいと思います。つまり、見える、動きがわかるという

ところから入るほうが、子どもたちにとってわかりやすいと思いました。  

 それと、啓林館は、さらにマイノートがついている形が、系統的に物を見させようとし

ているとの印象を受けました。  

 

【御喜田委員】 理科の教科書は、写真もたくさん掲載されていますし、資料も充実して

いるので、どの教科書もすばらしいなと思いました。  

 その中で、東京図書ですが、写真がすごくインパクトがあり、きれいで見やすいと思い

ます。また、写真だけでなく絵も資料もすごくたくさん載っていていいなと思いました。

それぞれの項目ごとに学習内容の整理、確かめと応用、活用という、もう一度復習をする

ことを考えると、すごくたくさん載っているので、子どもたちに身につきやすいと思いま

した。 

 啓林館ですが、このマイノートがついていることで自学自習のしやすさと、学習のまと

めのところに青字で答えが書いてあり、また青のシートがついていることで、子どもが自
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分で勉強しやすいような方法が載っています。あと、レポートの書き方がすごくわかりや

すくまとめられていたので、よかったと思います。  

  

【安藤委員長職務代理者】  教育出版からお話ししたいと思います。この中で、内容的に

は、まず、光と音というところに注目してみました。  

教育出版の場合は、少し説明が難しいのかなと思いました。今日的な課題として、１年

生ですが、１９９５年の兵庫県の南部地震、２０１１年の東北地方太平洋沖地震などを説

明するにとどまっておられると思います。３年生においては、科学技術の発展が少ないの

かなと感じました。ただ、面白いと思ったのは、巻末の付録に１年生は簡単カメラ、２年

生では原子モデルカード、３年生では星座早見表というのがついていました。  

 学校図書は、身の回りとの関係を１年生の時から取り上げていると思いました。それか

ら、実際見えないものと見えるものということで、特に変動する大地として地震の起こり

方に触れ、火山活動やそれに伴う速報の仕組みも載せておられるので、少し注目してみさ

せていただきました。  

 １年生では、ガスバーナーの使い方など絵入りで解説していることや、植物では、茎、

葉のつくりや光合成についても十分に説明されていると思いました。また、実生活と科学

や災害について、きちんと捉えているのがこの教科書と思いました。  

 先ほど見えないものと言っていましたが、１年生では、その目に見えないものを見せて

いく工夫というものがなされていると感じました。また、特に３年生では、遺伝子組換の

ｉＰＳ細胞についてすごく興味、関心を持てるのではないかと思いました。 

 啓林館が、子どもたちにとって考えやすく、見えやすく、取り入れやすいと思いました。

先ほども触れられていたマイノートは、８０ページ台の中で、いろいろ考えていくこと、

自分が興味・関心を持っていることをより深めていくために、すごくいい教科書と思いま

した。また、学習の確認のために青色のシートを使って見ていくこともいいかと思います。 

 それと、３年生では、生活との密着ということを重要視しながら、次に向かっている感

じを受けました。  

 

【百瀨委員長】 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。  

 「理科」については、株式会社新興出版社啓林館「未来へひろがるサイエンス・未来へ

ひろがるサイエンス マイノート」が、最適であるとのご意見が多かったように思います

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】 全委員ご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の「未来へひろがるサイエンス・未来へひろがるサイ

エンス マイノート」を採択することが適当と決しました。  

  

【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。  
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（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 議事を再開いたします。続きまして、種目「音楽（一般）」について審

議いたします。菊池課長より、答申の「音楽（一般）」について説明をお願いいたします。  

 

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「音楽（一般）」についてご説明いたします。  

 はじめに、「中学音楽 音楽のおくりもの」、教育出版株式会社につきましては、取扱

内容・内容の程度については、学年を追うごとに段階的に学び進めていける構成になって

いる。音楽表現の豊かさや美しさを感じ取とることができるような内容で、我が国の自然

や四季の美しさを感じ取ることができるように工夫されている。  

 人権等の取り扱いについては、日本や諸外国の音楽が幅広く取り扱われ、知識を深めら

れる内容になっている。震災復興に関連して、命を尊ぶ心や環境保全の意識を育むものが

掲載されている。  

組織・配列・分量については、目次がわかりやすく整理されている。歌唱では馴染みや

すい選曲で構成されていて、鑑賞ではイメージしやすい曲が選曲されている。  

 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、楽譜のページ等で大きな写真

や図が多く、視覚的に学びを深められるように工夫されている。巻頭口絵では、著名な音

楽家のメッセージや「伝えてみよう！」「工夫してみよう！」で基本から発展へステップ

アップできるよう、また音楽の興味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、著作権やインターネットについて触れられている。

創作の分野において、生徒が主体的に旋律を作るページがあり、その方法や手立てがわか

りやすく記載されている。  

 次に、「中学生の音楽」、株式会社教育芸術社につきましては、取扱内容・内容の程度

については、概ね当該学年のそれぞれの心身の発達段階に応じた教材が選ばれ、小学校で

学ぶことをしっかり発展させた内容になっており、発声、譜表、古典楽器、指揮の説明な

ど、より深く掘り下げて学習できるように工夫されている。  

人権等の取り扱いについては、ワークシートを使ってグループごとに話し合いができる

ように配慮されていて、他者との関わりを大切にしている。心に訴えるような合唱教材も

豊富である。  

 組織・配列・分量については目標が冒頭に示されていて理解しやすく、課題意識をもっ

て取り組みやすい。音楽学習ＭＡＰでわかりやすく図式化され、学習の流れを簡単に把握

できるよう工夫されている。分量も適切で、配色、間隔など楽譜がシンプルで見やすいよ

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、男性の声変わりに配慮した選

曲になっている。音楽史の説明がわかりやすく、年表と人物写真の表示が見やすい。ゲー

ム形式の設問があり、楽しんで学習が進むよう配慮されている。  

 今日的な課題の取扱いについては、口絵資料で、中学生によって上演される歌舞伎の舞

台や上演に向けての様々な取り組みの様子が紹介され、伝統文化を受け継いでいくことの
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大切さや、協働、礼儀の大切さを学ぶことができるように配慮されている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、音楽（一般）につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  ２社の教科書で、両方とも写真があり、音楽と古典の関係とか、音楽と私

たちの生活の関係を丁寧に扱っておられ、また、歌いたくなる気分になると思います。  

 その中で、表紙、入り口の写真が、非常に人物を取り上げている教育出版と、音楽と生

活の関わりをベースに写真を取り入れている教育芸術社で編集の違いが出ていると思いま

した。 

 特に教育芸術社は、学習のポイントとして音楽学習ＭＡＰという形で学ぶことが、どう

いう関連になっているのか、図でそれぞれの目次の後についていたり、あるいはちょっと

グレードアップのために、マイボイスという形で、発声のスキルを取り上げていたりして

います。そこが、歌うのは好きだけど音楽の授業が苦手と思っている子どもたちにも優し

い感じになっていると思いました。  

 

【御喜田委員】 小学校との連携という部分で、より音楽が身近に入れるような教科書に

なっているかどうかみさせてもらいました。  

 教育芸術社の音楽学習ＭＡＰというのは、項目ごとに分かれているので、すごくわかり

やすくなっています。あと、ビンゴゲームだったりリズムゲームだったり、ゲームを通じ

て音楽のいろいろな記号になれ親しんでいこうというような工夫がされているので、子ど

もたちにとって、より身近に楽しみながら音楽を学べるような教科書になっていると思い

ました。  

 もう一つの教育出版も、写真がたくさん載っていたり、資料がたくさん載っていたり、

狙いや課題もしっかりと載っているので、本当に両社ともいい教科書だと思いました。  

  

【浦上教育長】 教育出版の教科書をみせていただくと、歌う楽譜の中で、写真や絵をう

まくマッチングさせており、その歌の風景を思い浮かべられるような工夫がされている点

が、非常にいいなと感じがしました。  

 教育芸術社は、小学校から中学校への導入部分で、丁寧に記載されていると感じました。

それぞれ詳しく説明がされており、指揮の部分や古典の楽器の説明とか、非常に詳しく書

いてあります。それから、文楽についても三味線の説明もされています。また、日本の郷

土芸能についても紹介をされており、子どもたちは興味が湧くと思います。  

 どちらもいい教科書だと思いますが、教育芸術社がいいと思います。  

 

【安藤委員長職務代理者】  教育出版社は、庄司紗矢香さんというバイオリニストを取り

上げて、その中に三つのことが大きく書かれています。①自分の心で感じていることを見

てみたい、②大切なものは目に見えない、③自分の感性を知ることは自分自身を知ること、

これは、音楽全般に言えることであると思い、すごく感動しました。 
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 専門的な言い方になるかもわかりませんが、例えばビバルディの四季というものの解説

の仕方、それから、バッハの小フーガという少し取り扱いにくいですが、そのパイプオル

ガンなどと一緒に丁寧に説明されています。もう一つは、ベートーベンの運命をどう取り

上げているかついて注目しましたが、個人的には少し違うかなとの印象を受けました。 

 ただ、展覧会の絵というのは、皆さん名前は知っていても内容まではわからないのです

が、このガルトマンの絵をちゃんとここに掲載して、どういう音楽でどういう映像かとい

うことを伝えているのが、いいと思いました。また、コンピューターミュージックについ

て触れてあるのも、すごくいいなと思いました。  

 教育芸術社ですが、小学校のつながりについて、本当にさりげなく入っていけるように

工夫されていると思います。学校の授業回数が少ないので、一回一回が終わりではなく、

繋がりが持てているのかどうかに注目しました。その視点から教科書をみてみると、最初

は譜面に音程を表示せずに途中から和音をつけ、歌をつけていくという形にしており、ど

れも大事だというインパクトを自然に与えていることが、すごくいいと思いました。  

 また、先ほども実際の曲の話で、ビバルディの春にしても、絵と目で見た場合にすごく

親切に、ソネットと言いますが、それとのかみ合わせをうまく説明していると思いました。 

 そして、バッハのフーガ、それからベートーベンの運命にしても、しつこくなく、さり

げなくインパクトを与える表現をしていると思いました。  

さらに、伝統文化の邦楽においても、勧進帳を通して歌舞伎、長唄まで網羅しているの

が、すごくいいなと思いました。  

 もう一つ大きな特徴として、邦人の作詞作曲についてふんだんに取り入れているのが今

回の特徴だなと思います。どれも本当に歌ってみたい、皆でつくり上げたいと思わせるよ

うな取り入れ方をしていると思いました。私は教育芸術社を勧めたいと思います。  

 

【百瀨委員長】 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（一般）」については、株式会社教育芸術社の「中学生の音楽」が、最適である

とのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「音楽（一般）」の教科用図書

につきましては、株式会社教育芸術社の「中学生の音楽」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（器楽合奏）」について審議いたします。菊池課長より、

答申の「音楽（器楽合奏）」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「音楽（器楽合奏）」についてご説明いたします。  

 はじめに、「中学器楽 音楽のおくりもの」、教育出版株式会社につきましては、取扱
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内容・内容の程度については、基礎的・基本的な内容が多く、写真拡大図があり、わかり

やすく解説されている。  

 人権等の取り扱いについては、アンサンブル教材が充実していて、グループ活動等で他

者と協力をする学習活動が展開できる。和楽器の特性や奏法だけでなく、こぼれ話やポイ

ントなどを織り交ぜ、生徒が興味を持って取り組み、郷土愛を育む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、和楽器に関する内容が充実している。マイメロディやア

ンサンブルセミナーが設置され、豊かな活動ができ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、音楽学習 MAPでわかりやすく

図式化されている。また、鑑賞や創作分野とリンクしながら活動に取り組めるよう配慮さ

れている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、和楽器を説明するページで、楽器の奏法や使い方

だけでなく姿勢や礼儀などのマナーについても書かれており、日常生活と関連させて取り

上げることができるように工夫されている。  

 次に、「中学生の器楽」、株式会社教育芸術社につきましては、取扱内容・内容の程度

については、挿絵や写真が効果的に扱われており、各楽器の習得、幅広い知識の習得が可

能である。それぞれの説明が詳しく、自主的に学習できるようにも配慮されている。  

 人権等の取り扱いについては、大震災復興記念事業から生まれた作品が取り上げられて

おり、命の大切さや環境学習とも関連付けて学習できるようになっている。また、和楽器

と西洋楽器のアンサンブルなど多文化の融合をめざした教材を取り扱っている。  

 組織・配列・分量については、全体の情報量が多く、発達段階に応じて効果的に進めら

れるよう配慮されている。音のスケッチでは、簡単な創作が取り入れられている。  

 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、アルトリコーダーで臨時記号

などの運指図が楽譜の横に掲載され、奏法や呼吸法、気をつけるべき注意例、歴史の説明

も多く記載されている。和楽器について、演奏者がその魅力を語り、和楽器の特徴を感じ

取れるような手立てがあり、音色や響き、楽器の奏法やその曲の特徴を理解できるよう配

慮されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、コンピューター音楽の解説が取り上げられ、ギタ

ーとキーボードのコード表や手作り横笛の設計図があったり、楽しく学習が進められるよ

うに考えられている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、音楽（器楽合奏）につきまして、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、ご意見等ございませんでしょうか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 どちらの教科書も本当にうまくまとめてあると思いますので、

見やすさとわかりやすさに注目してみました。その中に、奏法について無理に押しつける

のではなく、わかりやすいことが非常に大事だと思います。私としては、教育芸術社の解

説の仕方、器楽、楽器をうまく説明しているように感じました。それから、合奏部門にお

いても皆でやってみようというような姿勢が感じられます。 
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 実際には、楽器に関しては、リコーダーやギター、そして日本のお琴、三味線、太鼓、

篠笛、尺八、打楽器など、本当に網羅されているように思います。  

 それから、アンサンブルセミナーにおいても、５０ページから５５ページですが、表現

の仕方を工夫されていると感じました。また、名曲スケッチ、それからアンサンブルにお

いて、すごくうまく導入されていると思いました。  

 そういう意味において、教育芸術社を私は勧めたいです。  

 

【浦上教育長】 特徴としては、教育芸術社が打楽器を掲載されており、教育出版社は、

打楽器を掲載されておりません。なぜ、それを取り上げたかというと、小学校で音楽祭が

あり、毎年各校出場して、楽器の演奏や合唱をさまざまな形でやっています。その延長で、

中学校へ進学しても各学年での合唱、あるいは合奏が入ってきます。 

 八尾は吹奏楽が盛んで、その関わりで打楽器も使っています。そういうことからも、教

育芸術社の教科書を見て、子どもたちが興味を持って、頑張ってくれそうな感じがします。 

 もう一つは、リコーダーについて、演奏方法のページで、注意例を詳しく掲載している

ことで、子どもたちが練習しやすい形に工夫されている教科書だと思いましたので、教育

芸術社がいいと思います。 

 

【木下委員】  教育出版社、教育芸術社の両社ともに、子どもたちが楽器になじみ、演奏

できるようにとの工夫がみられます。全体の導入について、目次や学習ＭＡＰがあること

で、何を学んでいくのかが見られること、それから、楽器演奏の初歩的スキルを身につけ

ていくための丁寧な解説をしていることなどを考えると、教育芸術社がわかりやすいと思

います。  

 

【御喜田委員】 両社とも器楽、楽器について学んでいく上で、すごく丁寧に細かく書い

てあるので、本当にどちらもいい教科書だなと思います。  

 あえて言うと、教育芸術社が情報量が多いというのと、教科書として見やすい構成にな

っていると思いました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「音楽（器楽合奏）」については、株式会社教育芸術社の「中学生の器楽」が、最適で

あるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「音楽（器楽合奏）」の教科用

図書につきましては、株式会社教育芸術社の「中学生の器楽」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】次に、種目「美術」について審議いたします。菊池課長より、答申の「美

術」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「美術」についてご説明いたします。  

 はじめに、「美術」、開隆堂出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、日本だけでなく諸外国の作品も多く美術文化について学べるよう、鑑賞の学習内

容が充実している。基礎的な創造活動をバランスよく扱い、基本的な技法や制作過程が具

体的に記載されており、理解しやすいよう配慮されている。生活デザインや工業デザイン

など、実生活とかかわりのある内容を取り上げている。  

 人権等の取り扱いについては、誰もが使いやすい形・色・機能を考えたユニバーサルデ

ザインに配慮されている。また、意見や感想を発表しあう活動場面が示されており、理解

や気づきを広げるように工夫されている。  

組織・配列・分量については、画家の作品をたくさん紹介していて分量が豊富にあり、

制作におけるイメージをつかませる資料として活用でき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、幅広い、様々な時代の文化や

地域の図版が偏りなく取り上げられ、現代の文化に継承されていることがわかるよう配慮

されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、発展的な学習内容を主体的に学習できるよう、各

題材にねらいやふりかえりが記載されている。また、地域の文化財等の活用を促すページ

も設けている。  

 次に、「美術」、光村図書出版株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度につい

ては、伝統的な作品から今日の作品まで、幅広い分野の作品が掲載されており、観賞のペ

ージが充実している。構想が練りやすいよう題材ごとに目標が示されており、道具の使用

方法が具体的に記されている等、知識・技術がバランスよく育まれるように配慮されてい

る。 

人権等の取り扱いについては、映像メディアのページでプライバシーについてのコラム

を掲載する等人権的配慮がなされている。  

 組織・配列・分量については、時代・地域に偏りなくバランスよい作品を掲載しており、

日本美術の作品掲載も充実している。各題材に、学習目標の記載と、生徒の興味関心を引

き出す発問があり、制作意欲を高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、ゲルニカを大きく掲載したり、

作者の言葉を記載したり、構成を工夫し興味関心を高める内容となっている。また、美術

史年表をすぐに広げ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、映像表現の取り扱い内容が充実している。また、

生活デザインや工業デザインを取り上げるなど、日常のくらしの中で学習したことを活か

せるような内容が多い。  

 次に、「美術 出会いと広がり・学びの深まり・美の探求」、日本文教出版株式会社に

つきましては、取扱内容・内容の程度については、題材数が多く、バリエーションに富ん

でいて、生徒の成長過程に沿うように内容が組まれている。  

 人権等の取り扱いについては、安全面を考慮してデザインされたものや、誰もが使いや
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すいデザインのものを紹介するなど、使う人の気持ちや立場を考えたデザインへの理解を

促す内容が扱われている。また、道徳マークをつけ道徳の内容を考慮した文章が示されて

いる。 

 組織・配列・分量については、従来の教科書より大きなサイズとなっており、鑑賞作品

がよりイメージを把握しやすいように工夫されている。題材ごとにねらいや参考となる生

徒作品を数多く取り上げており、多様に活用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、作品鑑賞のページに和紙を使

用し、触覚と視覚を同時に働かせた鑑賞ができるようになっており、作品集のような装い

である。また、巻末資料が充実しており、創造的能力や発想・構想の能力の育成に役立つ

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、東日本大震災を取り扱っており、復興に向かう力

を生み出した作品や、災害に備えるデザインの可能性を学ぶことによって、社会とつなが

る美術の役割を考えることができるように工夫されている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、美術につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  ３社それぞれに、作品の取り上げ方に特徴があると思います。特に鑑賞の

ところの絵について、日本の伝統作品を取り上げる、あるいは諸外国の作品を取り上げる

ところに特徴が出ており、なかなか選びがたいものがあるというのが正直な感想です。  

 例えば、光村図書出版はゲルニカが見開きで入っています。日本文教出版は日本の仏像

の絵が入っています。そのあたりの評価は、多様にあると思っています。  

 ただ、そのときに日本文教出版だけが少し判が大きいのと、３分冊になっています。他

の２社は１年と２年、３年ということになっていて、現在、学校現場において美術の教科

を充実させていくのが、いろいろな条件がある中でなかなか難しくなっています。そのよ

うな中で、３分冊にしているところが、意気込みが感じられるのかなと思います。  

 それと、最後の資料ですが、日本文教出版の資料が丁寧かなと思いました。例えば、１

年生の最後のところで、色彩の取り上げ方や技法の取り上げ方が丁寧にされていると感じ

ました。  

 

【御喜田委員】 全ての教科書を見せていただきましたが、本当に写真がきれいで、資料

としても使いやすい教科書になっていると思います。  

 その中で、光村図書出版の１年生の教科書の中で、最後のほうに学習を支える資料とい

うところで、鉛筆やペンで描く、絵の具で描く、またさまざまな技法で描くというような

ページがあり、そこの内容がすごく充実しているので、子どもたちにとっていい教科書だ

と思いました。  

 もう一つ、日本文教出版の教科書が３分冊になっていて、また、少々大き目であること

で、資料の内容がすごく充実しているように思いました。２年生、３年生の教科書で見開

きになっている部分が和紙になっているので、教科書として、目からだけではなく、さわ
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って触れてという触覚の部分からも、より想像しやすい教科書になっていると思いました。 

 

【浦上教育長】 日本文教出版は型番も大きく、３分冊になっています。子どもたちが美

術の時間に、今週は何をするんだ、来週は何をするんだというのが、非常にわかりやすく

興味を引くような見出しが書かれております。また、写真やイラストとかいう部分を見る

と、写真が鮮やかな感じもします。  

 光村図書出版の教科書も、非常に興味・関心を引くテーマ出しがされている工夫がされ

ていると思います。  

どちらかというと工夫されているのは、３分冊というものに工夫が見られますので、日

本文教出版がいいと思います。  

  

【安藤委員長職務代理者】  やっぱり音楽と一緒で、学校の授業時間が短いということを

考慮しても、２冊である必要はないと思っています。それと、教科書が日本文教出版は、

約２センチ広いことによって、全体で大きく物を見ることは大事なことだと思いました。  

 また、１年ごとにタイトルが書いてあるように、出会いと広がり、学びの深まり、そし

て美の探求という、１年ごとにやっぱりその深さ、広さから深さに入っていく部分は親切

であるし、その中で、子どもたちにとっても自然のうちに身についていくものがたくさん

散りばめられていると思いました。  

日本の作品、外国の作品の見方やゲルニカの取り上げ方はどうなのか、そして、一番大

きく感じたのは、葛飾北斎の木版画の部分で、実際に和紙を使って、感触を伝えている箇

所があります。視覚だけでなく触ってもわかるような親切さがあるのは日本文教出版だと

思います。また、普段触れないものを、触ることで感触というのは覚えている。音楽も一

緒だと思います。触れることの大事さというものを感じました。  

 本当に遜色はないのですが、感触や細かいところの大事さ。それから、ゴッホの絵です

が、自画像を日本文教出版は１年生で取り上げています。一方で光村図書出版では２、３

年生の教科書で取り上げられている。早い段階で自画像を描く、自分を見ていく、そして

作品を見ていくということに訴えかけてくれるのではないかと思います。  

 さらに、日本文教出版の見出しは、色分けされていてみやすいと思いました。 

  

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「美術」については、日本文教出版株式会社「美術  出会いと広がり・学びの深まり・

美の探求」が、最適であるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「美術」の教科用図書につきま

しては、日本文教出版株式会社の「美術  出会いと広がり・学びの深まり・美の探求」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】次に、種目「保健体育」について審議いたします。菊池課長より、答申

の「保険体育」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「保健体育」についてご説明いたします。  

 はじめに、「新編 新しい保健体育」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内容・

内容の程度については、「運動やスポーツと食事」では、運動と食事に関する正しい知識

と、健やかな身体を養うための適度な運動と食事について理解できるような内容になって

いる。 

 人権等の取り扱いについては、運動やスポーツが社会性の発達に及ぼす効果を取り上げ、

公共の精神に基づき、ルールやマナーを尊重することの大切さを理解できるように配慮さ

れている。  

 組織・配列・分量については、「今日の学習」で学習のねらいを示し、「やってみよう」

では興味・関心を高め、「考えてみよう」では習った知識を活用して取り組む学習活動が

できるように工夫されている。また、各単元末に練習問題がついている。保健編と体育編

を各学年ごとで交互に配列しており、何を学ぶのか分かりやすいように工夫されている。

「喫煙の害」に関する単元が３年に配置されているという特徴がある。  

 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、ユニバーサルデザインフォン

トや、色覚特性に対応し、ワイドな紙面を使用するなど、全ての生徒が学びやすいように

工夫されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、オリンピック・パラリンピックに関する内容が随

所に掲載され、生徒の興味・関心を高めることができるように工夫されている。今後ます

ます重要になると考えられるがん教育を取り上げている。  

次に、「新版  中学校保健体育」、大日本図書株式会社につきましては、取扱内容・内

容の程度については、生活に身近な内容が取り扱われており、生徒が興味・関心をもてる

ように配慮されている。章末の「学習のまとめ」において、重要な語句についての丁寧な

説明がされている。  

 人権等の取り扱いについては、対戦相手への敬意や仲間との協力・感謝などの重要性に

気づくように配慮されている。  

 組織・配列・分量については、写真やイラストが大きく掲載されており、視覚的に内容

を捉えることができるように工夫されている。また、学習を通じて生活の中で実践できる

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、「考えよう」で生徒達の身近

なことから学習内容について考えることができるように工夫されており、導入がしやすい。

また、各小単元の最後に「章末資料」があり、基礎・基本的な内容だけでなく、より深い

内容まで学習でき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、がんの原因について細菌やウイルスによるものが

あることの記述がある。  

次に、「保健体育」、株式会社大修館書店につきましては、取扱内容・内容の程度につ

いては、口絵でオリンピックを取り扱ったうえで、運動、将来の夢、そして命、安全、と

いう流れになっており、興味を引きやすい構成になっている。自主的・自発的な学びのた
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めに、各章のはじめに、中学生が抱く疑問を掲げ、その章で学ぶことを大きくつかむこと

ができるように工夫されている。  

 人権等の取り扱いについては、スポーツが世界平和に寄与していることや、スポーツの

機会が男女平等に保障されていることなど、多くの人権に関する記述がある。  

 組織・配列・分量については、学習項目を４ページで構成し、学んだ知識が実生活に活

用できるよう、自分の問題として考えさせる課題「チャレンジ」や、生活に関連した情報

を提供するページ「トピック」「Ｑ＆Ａ」「情報資料室」を設けている。  

 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、重要な語句はフォントの太さ

を変えたり、読み方が難しい語句にはルビをふっている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、心がつらくなった時、身近な人に相談しづらい場

合の手段として、具体的にどこに連絡すればいいかが記載されている。  

次に、「新・中学保健体育」、株式会社学研教育みらいにつきましては、取扱内容・内

容の程度については、健康や運動について自らの生活の管理、改善をしていく態度を育て

ることができるような内容であり、資料のイラストや写真、コラムがうまく差し込まれて

おり興味を持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、いじめについて取り上げ、さまざまな相談窓口があるこ

となどを示している。  

 組織・配列・分量については、「学習の目標」でその学習のねらいが明示されるなどシ

ンプルな構成になっている。また、キーワードで語句の確認ができるように配慮されてい

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、章末に「探究しようよ！」を

設け、学習内容に関係が深く、中学生が興味・関心を持ちやすい課題を取り上げている。  

 学習内容に関連した現代的な健康課題として重要なものを、「もっと広げる深める」と

して豊富な資料とともに取り上げている。  

今日的な課題の取り扱いについては、積極的に取り上げており、体力の低下、生活習慣

の乱れ、思春期の性、心の問題、環境問題、自然災害、性感染症、飲酒、喫煙、薬物乱用

などのように内容も厳選されている。今後ますます重要になると考えられるがん教育につ

いて取り上げている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、保健体育につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  中学校保健体育について言えば、保健編と体育編に分けられています。保

健編を前へ持ってくるのか、体育編を前に持ってくるのかということは、一つの考え方と

して、子どもがページをめくる上でどちらが興味を持てるのかと考えた時に、私自身は、

体育編が前にあるほうが子どもたちの興味を引いて見やすいのではないかと考えました。  

 その構成になっているのは、大修館書店と、大日本図書です。この２冊を比較してみる

と、実に絵や写真、イラストが大きくてきれいなのは、大日本図書だと思います。 

しかし、大修館書店のチャレンジのコーナーが非常に重要だと感じました。保健の非常



－48－ 

に基本的なところから、たばこや薬物の誘惑であったり、現代の病である癌のことなどに

対して、チャレンジのコーナーをつくって、知識の整理だけではなく、こういう場合にあ

なたならどうしますかという形で投げかけています。例えば、２３３ページのところには、

もし、お酒をちょっと飲むことを誘われたらどうしますかと問いかけています。そして、

子どもたち、自分ならどうするかと考えさせるようになっています。学んだことをベース

に、危険性を知りつつ、実際の場面であなたはどうするのって問いかけているのが、大修

館書店の優れたところだと考えました。  

 

【浦上教育長】 観点として、八尾市の大きな方針として４本柱を掲げています。その一

つに「健康づくり」が上げられています。教育委員会でも健康をキーワードに子どもの育

成を図っていくことが大事で、中学校のスポーツ活動であるとか、健康に留意しているこ

とがどうなのか。また、健康を阻害している部分をきちんと明記し、その阻害要因に対し

て子どもたちにどう働きかけしていくのかという視点で見ました。もう一つは、やはり人

権に関わることという３点で見ました。  

 大修館書店の教科書あけてみると、２０２０年のオリンピックの写真が載っています。

その次のページ開けてみたら、自分の幼いころ、そして中学生の今、得意なスポーツ、い

ろんなスポーツ、健康で丈夫な体をつくるということになっています。今があって、そし

て将来にスポーツをどう活かすのかというあたりが写真で明記されていて、非常にまとま

っていると思います。  

 次のページでは、命の誕生という写真で出ていますが、やはり命の大切さをしっかりと

子どもたちに教えるとともに、次のページは自然災害から身を守ろうということで、いつ

地震などが起こるかわからない災害に備え命を守ることを教えています。また、喫煙、飲

酒、薬物乱用は、どの教科書にも掲載されていますが、特に癌などはしっかりと押さえて

います。最初写真を見た段階で、いいと思いました。 

 スポーツというのは、世界平和、そしてスポーツをすることによって人と人の関係づく

りとか、あるいは国同士の関係をよくしていこうとか、いろいろないいことがあると思い

ます。八尾の教育振興計画の中でも、友達を大事にしようとか、諦めない、最後まで頑張

ろうなどの目標がありますが、男女ともに一緒にスポーツができるという記載が、大修館

書店は、入っているので非常にいいと思いました。  

 それから、東京書籍は、保健編と体育編が学年ごとに交互に配列されています。そして、

何を学ぶのか明確であり、わかりやすい教科書と思います。それと、特に癌に関する記述

も多く、バランス的にはいいと思いました。  

 大修館書店のほうが、八尾市政、教育委員会の方向性に合致し、八尾市の子どもたちに

は合っているかと思うので、私は大修館書店を勧めたいと思います。 

 以上です。  

 

【安藤委員長職務代理者】  東京書籍と学研教育みらいが２ページごとにまとめており、

見やすいと思いました。それと、東京書籍は、２年生に災害について丁寧に訴えていると

思いました。  

 自然災害やその他の危険、そしてオリンピックとパラリンピックを押さえているので、
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東京書籍もいいと思いますし、ユニバーサルデザインのフォントを使うことによって見や

すくしていると感じました。  

 大修館書店が、体育編と保健編をどうするか考えたときに、体育編がいいと思いました。

身体的には、例えば５８ページにあるような欲求と欲求不満というのを、精神性の問題で

もあることを掲載したり、例えば１０４ページからの心肺蘇生法というのも、自然災害と

の関係もあって、より身近なものとして捉えていると思いました。 

 それから、ルビのつけ方や重要な語句に関して、フォントの大きさを変えて訴えている

など工夫されており、大修館書店を勧めたいと思います。  

 

【御喜田委員】 大修館の教科書が一番見やすいと思います。フォントの大きさや、ルビ

が振っていることで、視覚的に訴えかけられます。また、重要な内容が目からも入ってく

るので、いいと思います。  

 あと、それぞれの科目、項目ごとにコラムとして、雑学的な内容が載っています。それ

が載っていることで、より深く実生活に密着して興味が持てるような内容になっているの

で、子どもたちにとても興味が持てるような教科書になっていると思いました。  

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「保健体育」については、株式会社大修館書店の「保健体育」が、最適であるとのご意

見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「保健体育」の教科用図書につ

きましては、株式会社大修館書店の「保健体育」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「技術・家庭（技術分野）」について審議いたします。菊池課

長より、答申の「技術・家庭（技術分野）」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「技術・家庭（技術分野）」についてご説明いたしま

す。 

 はじめに、「新編  新しい技術・家庭  技術分野  未来を創る  Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ」、東京書籍株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度については、全体的に資

料と説明のバランスが大変よく、指導者、生徒とも見やすいように工夫されている。伝統

的な建物や製品等、日本の技術について取り上げている。  

 人権等の取り扱いについては、性別で役割が固定しないよう、またユニバーサルデザイ

ンにも配慮している。  

 組織・配列・分量については、具体物がたくさん写真で掲載されていたり、レイアウト

が順序よく配列されてたりする等、見やすいように工夫されている。ガイダンスから｢技

術の学習を終えて｣まで一貫してものづくりや技術の学習の重要性を伝えようとしている。  
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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、教科書の最初に安全な作業に

ついて取り扱っており、また安全マークも全般にわたって掲載されており、安全面につい

て配慮がある。教科書の横幅を少し広げており、文字が読みやすい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、最後のページに防災手帳を掲載している。中学生

の携帯、スマホの所持率や、デジタル機器の活用場面が高まっていることを踏まえ、情報

モラルについてページを割いて分かりやすく事細かに載せている。  

次に、「新技術・家庭  技術分野」、教育図書株式会社についてですが、取扱内容・内

容の程度については、全体的に科学的な視点から記述されている。また、学習が充実する

ように工夫されており、生徒の興味を引き出し、自ら学ぶことができる内容になっている。  

 人権等の取り扱いについては、イラストや写真の男女は、服装や発言内容が性別によっ

て役割を固定することのないように配慮されている。  

 組織・配列・分量については、専門性を高めることのできる構成になっており、調べ学

習、体験学習が掲載されていて、より考えが深められるようになっている。また、工具の

正しい使い方の説明が図で示されている。  

 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、イラストが大きく見やすいよ

うに配置等が工夫されている。また写真に科学的な描写が感じられ、見やすく工夫されて

いる。各章の終わりには、｢まとめ｣と｢章末問題｣が設けられており、学習内容のまとめと

自学・自習が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、新しい最先端の技術の取り扱いが多く取り入れら

れており、生徒が興味を示すように配置されている。  

次に、「技術・家庭 技術分野」、開隆堂出版株式会社につきましては、取扱内容・内

容の程度については、生徒が主体的に「知る」「考える」ように工夫されている。日本の

伝統文化を取り扱った内容が盛り込まれている。  

 人権等の取り扱いについては、イラストや写真の男女は、服装や発言内容が性別によっ

て役割を固定することのないように配慮されている。  

 組織・配列・分量については、各ページに「考えてみよう」「調べてみよう」などの問

いかけがあり、生徒の興味関心を引くように工夫している。分かりやすい図・イラスト・

写真を多数掲載しており、必要に応じて生徒の目線で撮影・描写しているものがある。  

 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、様々な場面で、技術と環境と

の関わりについて取り上げられており、循環型社会や持続可能な社会について考えながら

学習に取り組めるよう配慮されている。安全マークがあり、安全教育に対して配慮がある。  

 今日的な課題の取り扱いについては、科学的な根拠に基づいた「調べ学習」や言語能力

を高めるように工夫されている。また、情報モラルリンクマークを設けるなど、情報モラ

ルを重視している。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、技術・家庭（技術分野）につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  
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【木下委員】  ３社の教科書を見させていただくと、東京書籍が少し大きく、他の２社が

小さくなっています。それで、領域については、技術分野に関する導入部分で何を学んで

いくのか、安全についてどのように気をつけなければならないのか、それぞれの教科書で

きちんと書かれています。その中で、技術と生活の関わりに重点を置いて取り上げている

のは、開隆堂出版と思いました。  

 技術をなぜ学ぶのか、技術を学ぶことが私たちの生活にどう関わっていくのか、それを

環境との関係で、あるいは産業との関係で、生活との関係で見ていくことが必要だという

ことが導入部分として丁寧に書かれていると思いました。  

 

【御喜田委員】 実生活と結びついた教科だと思いますので、そういった点に観点を置い

て見させてもらいました。写真や挿絵もすごく多くて、どの教科書もすごく丁寧につくら

れています。その中でも、開隆堂出版の教科書が見やすくて、整理されており、また、実

習例もたくさん掲載されていて、工夫されていると思いました。  

 以上から、開隆堂出版がいいと思いました。  

 

【安藤委員長職務代理者】  東京書籍のアプローチの仕方で、技術と生活ということから

スタートし、一方では、今日的な課題として、育てる作物の栽培歴を掲載しているのが面

白いと思いました。また、情報においても、興味をそそるように書かれていました。 

 なかなか近代的だなと思ったのは、信号機のモデルを使ってプログラムがどうなってい

るかというのを示している２４６ページです。また、ロボット掃除機のことも説明してお

り、近代的な中でも生活との密着度はあるのかなと思いました。 

 開隆堂出版は、生活と社会ということにウエイトを置いており、取り扱いの中には、材

料と加工、また、生物の育成、情報のデジタル化ということをきちっと大きく分けた中で、

より細かく注目させてくれているように思います。  

 また、人権の取り扱いについても、バリアフリーデザインやユニバーサルデザインにつ

いても注目されるようになっていますし、その人権と個人情報、知的財産についても触れ

られているのはすごく大きいことだと思いました。今の新しい時代の中で、コンピュータ

ーが入ってきて、ただ使うだけではなく、今度はネット依存にはならないようになど、配

慮できているというのがいいなと思いました。  

  

【浦上教育長】 技術の先生が技術分野を指導するときに、一番気にしているのは、どう

いうふうにすれば子どもたちの興味・関心を惹きつけることができるのか。最初の導入を

どうするのかが一番大きなポイントになっています。  

 東京書籍は、非常に例題も豊富で色も鮮やかされていて、たくさんの資料を載せていま

す。これはすごくいいなと思います。  

開隆堂出版も、写真や挿絵も豊富で色も鮮やかにされていて、たくさんの資料を載せて

います。子どもたちにとってもみやすくなっていると思います。栽培や生物の育成につい

ても、焦点が絞られているので、わかりやすいと思います。  

あと全般的に、技術・家庭は、安全面が先生としては一番気になるところです。技術の

先生は自分の経験をもとに、危ない場面は直感してわかるものです。例えば、のこぎり引
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きしている時の注意点であるとか、金属加工であれば軍手をしてはいけないことなどがあ

りますが、子どもたちに教えることを考えると、開隆堂出版が見やすく、使い勝手がいい

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ございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「技術・家庭（技術分野）」については、開隆堂出版株式会社「技術・家庭  技術分野」

が、最適であるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「技術・家庭（技術分野）」の

教科用図書につきましては、開隆堂出版株式会社の「技術・家庭  技術分野」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「技術・家庭（家庭分野）」について審議いたします。菊池課

長より、答申の「技術・家庭（家庭分野）」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「技術・家庭（家庭分野）」についてご説明いたしま

す。 

 はじめに、「新編 新しい技術・家庭  家庭分野  自立と共生を目指して」、東京書籍

株式会社につきましては、取扱内容・内容の程度については、実習の参考例が多岐にわた

り、基礎的な技能が手順を追った写真で示されており、わかりやすい。また、色合いやデ

ザインが見やすいように工夫されている。  

 人権等の取り扱いについては、性別役割の固定にならないように、性別、年代を超え協

力して生活しているところが見受けられ、男女共同参画社会の実現に向けて寄与している。  

 組織・配列・分量については、導入で写真やイラストが多用されており、今後の学びの

展望が持ちやすい。野菜の切り方など、途中経過が写真で説明されており、生徒にも伝わ

りやすい。実習例が多彩で生徒の興味・意欲を高める工夫がされている。構成として、生

徒にとって身近な家庭・家族から配置し、生徒の関心が高い実習を後半に配置している。  

 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、包丁の使用だけでなく、「針

の運び方」で、左利きに対応しどの生徒にもわかりやすい内容となっている。脚注に「ひ

とくちＱＡ」があり、楽しみながらページをめくり学習を進めることができる。  

 今日的な課題の取り扱いについては、子どもの権利条約の前文を取り上げることで、グ

ローバルな見方を養うよう考えられている。  

次に、「新技術・家庭  家庭分野」、教育図書株式会社につきましては、取扱内容・内

容の程度については、それぞれの分野においてバランスよく扱われている。  

 人権等の取り扱いについては、男女共同参画社会の実現のために、家庭の仕事について

丁寧に取り上げ、育児・介護休業法について考えさせるコラムを掲載する等工夫されてい
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る。 

 組織・配列・分量については、口絵に年中行事、巻末に生活に関わるマークを掲載して

いる。欄外にはキャラクターの吹き出しに自分の生活を見直すヒントや、学習の広がりの

きっかけを掲載しており、身近に感じられて取り組みやすい。  

 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、漫画やアニメの主人公を例に

取り上げ興味関心がわく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、「契約」「消費者の権利と責任」は特に充実し、

消費者市民として自分の行動が社会を変える大きな力になることを考えさせる工夫がある。

また、防災のみならず防犯対策を具体的に提示し、地域での生活の啓発にもなっている。  

次に、「技術・家庭 家庭分野」、開隆堂出版株式会社につきましては、取扱内容・内

容の程度については、調理実習の手順などの説明資料が明確にイラストや写真で示され、

基礎・基本の知識と技術の定着を図っている。家庭でも実践してみたくなる内容である。  

 人権等の取り扱いについては、男女共同参画社会に向けて現状を把握し、他者の考えを

聞く学習のための資料が充実している。  

 組織・配列・分量については、各領域とも、「導入課題」「基礎学習」「発展」「振り

返り」「まとめ」「自己評価」という配列で、授業の流れが統一できるように工夫されて

いる。また、見通しを持って学習に取り組める紙面構成となっており、その分量も適切で

ある。 

 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、多様な職業人からのメッセー

ジにより、中学生のこれからの進路や職業を考えるヒントが職業観を育み、キャリア教育

ともつなが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、安全・防災教育に重点を置き、充分に紙面を割い

ている。「衣・食・住」それぞれの角度からの環境問題について捉えられており、横断的

な学習が可能である。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、技術・家庭（家庭分野）につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【木下委員】  家庭分野についても技術分野と同様、東京書籍が大きな判で、その他２社

は同じ大きさの図書になっています。  

 家庭分野をなぜ学ぶのかということについて、食生活、あるいは生活のスキルが発掘で

きてということではなくて、家庭そのものについて学ぶんだということが非常に導入部分

ではっきりしているのは、開隆堂出版と思います。  

 開隆堂出版のつくり方は、授業に入る前に、自立に向かってという形で、中学生に向け

て自立ってどういうことなんだろうと問いかけて、いろんなことが自分でできることです

と伝えています。しかし、自立というのは、何も１人で生きていくことではなく、つなが

りながら生きていくことを強調して、共生社会に向かっていくとあります。そして、持続

可能な社会に向かうという流れになっています。家庭と社会のつながりを表し、それが導

入部分に出てきているなと思いました。だから、入り口は家族、家庭と子どもの成長とい
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う形が表れているのが特徴だと思います。 

 東京書籍は、人間の生きる基本は食べるということが考えにあるのか、食生活、衣生活、

そして家庭があって、消費生活へ向かっていくという部分から入られています。家庭分野

をなぜ学ぶのかという問いに答えるためにも、家庭生活から入っていく部分がいいと思い

ました。 

 教育図書も家庭生活から入っていますが、前段の位置づけが、１年の生活ということが

あるだけで、つながりが見えにくいように感じました。以上です。  

 

【御喜田委員】 家庭分野については、より実生活に基づいた教科になると思いますので、

その視点で見させていただきました。私も幼児の心の発達だとか、幼児の生活と遊びとい

うところを少し詳しく見させてもらいましたが、その中で、参考欄があり、幼児期の反抗

期や発達を支える安心感が取り上げられています。子どもたちが、幼児に対して興味を持

つような内容が書いているので、これを学んだときにもっと深く知りたい、もっと深く調

べたいというような、発展的な学びにつながる教科書という部分では、開隆堂出版が一番

いいと思いました。  

 これを学ぶことによって、子どもたちが災害時にどうすればいいのかとか、あと、調理

実習のことも載っていますので、より実践的に自分の生活を見直すいい内容になっている

と思いました。  

  

【安藤委員長職務代理者】  家庭分野では開隆堂出版がいいと思いました。  

 開隆堂出版は、全体的に見た場合に、子どもが学び、これから社会の中で自立していく

部分についてすごく丁寧に親切に書かれているのが非常にいいかなと思いました。  

 子どもの成長、スタートから、自立に始まり、いろいろな料理の見本を１０３ページか

ら１３３ページまで、いろいろ載せており、これを見るだけで、十分に中学生でもできる

と思います。１６７ページからは衣生活の自立ということにつながっていくようになって

います。  

最後に、２１２ページから、ある身近な消費生活と環境ということをきちっと捉えてお

り、それから将来においてのキャリア教育のことも捉えていると思いました。そういう意

味でも、開隆堂出版を勧めたいと思います。  

 

【浦上教育長】 本当に青少年にかかわる問題、社会問題が多々あると思います。これは、

学校教育の中でしっかり押さえないといけないところでもあります。しかし、基本は家庭

生活であるとの視点に立って教科書を見ていると、技術・家庭の家庭分野で、押さえない

といけないところがあると思います。  

 将来的にキャリア教育をしっかりと、自分の生き方をしっかり将来に向かって見据える

というあたりに持っていきたいと思っています。今の自分がどうであるかとか、共生社会

に向かってどう自分自身生きていくのか、また、学校、家庭、地域との関わりはどうなの

かというあたりが網羅されているのが、開隆堂出版だと思います。教える側の立場で考え

ると、特に、家庭で自分が果たしている役割をしっかり見詰める、そして自分が将来結婚

して自立したときに、どう子どもと関わっていくのかなど、踏み込んで子どもたちに教え
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ることができる教科書と思いました。  

 もう一つ、人権の視点で言えば、開隆堂出版は網羅されています。男女共同参画社会を

めざして、ワーク・ライフ・バランスも含めて説明もされていたと思います。それと、人

権尊重の理念が入っているからこそ、そういうようなあたりも膨らましていると思いまし

た。 

 あと、虐待について、虐待関係の表記もされていることで、家庭の授業も教えるけれど、

それ以外にもクラス担任として、いろいろなことを考えられる教科書だと思いました。  

 東京書籍も非常に工夫はされています。特に食事に関して、自分で弁当をつくるとか、

弁当のメニューとかも多彩に書かれていて、資料としては使いやすいと私は捉えていて、

とてもいい教科書だと思います。  

 あと、教育図書についても、一般的な必要事項が書かれていていいと思いますが、トー

タルしたら、子どもたち、技術・家庭の先生が使いやすいのは開隆堂出版と思いました。  

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「技術・家庭（家庭分野）」については、開隆堂出版株式会社「技術・家庭  家庭分野」

が最適であるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「技術・家庭（家庭分野）」の

教科用図書につきましては、開隆堂出版株式会社の「技術・家庭  家庭分野」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「英語」について審議いたします。菊池課長より、答申の「英

語」について説明をお願いします。  

 

【菊池指導課長】  それでは、種目「英語」についてご説明いたします。  

 はじめに、「ＮＥＷ  ＨＯＲＩＺＯＮ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｃｏｕｒｓｅ」、東京書籍株

式会社につきましては、取扱内容・内容の程度については、１年は会話を中心とした Unit

構成、２・３年ではモノローグ・ダイアログ・設問がある読み物と Unitが３部構成になっ

ている。また、各 Unitに Daily Sceneと Activityがあり、４技能をバランスよく伸ばすこ

とができる構成になっている。  

 人権等の取り扱いについては、障がい者理解教材として新垣勉氏の物語、平和学習教材

としてアウン・サン・スー・チー氏の物語などを扱っている。  

 組織・配列・分量については、４技能統合型の学習ができるように、モデル文を理解す

るHop、モデル文をもとに自己表現をおこなう Step、そして発表につなげる Jumpという構

成になっており、発表までのスモールステップがわかりやすい構成になっている。  

 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、１年「一言メモ」や２・３年
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「コラム」がある。また、漫画的で親しみやすい。視覚的にたいへん見やすく、目に優し

い工夫がされている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、１年では身の回りの出来事に関する題材、２年で

は職場体験学習、３年では世界の出来事を題材として取り上げ、生徒の発達段階に応じた

内容となっている。  

 次に、「ＳＵＮＳＨＩＮＥ  ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＯＵＲＳＥ」、開隆堂出版株式会社に

つきましては、取扱内容・内容の程度については、各 Programでは基本文型の学習をおこ

ない、 Programの後に設定されている Power-Upで話す力や聞く力の育成を図る構成となっ

ている。また、My Projectで統合的な活動を行うことにより、４技能をバランス良く伸ば

すことができる構成となっている。  

人権等の取り扱いについては、ノーベル平和賞を受賞したマララ氏の物語など、多角的

に人権学習をおこなう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、各 Programのパートのはじめに Basic Dialogが設定され

ており、ターゲットセンテンスを Basic Dialogで練習した後、本文を読むことができる構

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、新出語欄にチェックボックス、

本文わきに音読マークを付して生徒が自分の学習を記録しふり返ることができるように自

学自習のための工夫がある。巻末に Can-doリストがついており、定期的に生徒が「できる

こと」と「できないこと」を自身でチェックすることができるようになっている。保護者

にも分かりやすい工夫がされている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、 Program内にWriteのコーナーをつくり、学習した

文法事項を用いて自己表現することができる構成になっている。  

 次に、「ＴＯＴＡＬ  ＥＮＧＬＩＳＨ」、学校図書株式会社につきましては、取扱内

容・内容の程度については、各学年４つの Chapterから構成されており、各Chapterにおい

て４技能をバランスよく伸ばすことができるよう Lessonと Talking Time、 Projectが設定

されている。  

 人権等の取り扱いについては、アンネの日記やマザーテレサの伝記など、平和学習や国

際理解学習に関連する題材が扱われており、人権感覚豊かな生徒を育む内容となっている。  

 組織・配列・分量については、一般動詞から始まる構成になっている。小学校外国語活

動教材「Hi,friends!」の言語活動を意識したものになっており、コミュニケーション活

動、活用力を高めることができる。  

 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、一般動詞が be動詞よりも先に

学習する構成となっている。点字について取り上げられているページで、本物の点字を掲

載する等の工夫がある。  

 今日的な課題の取り扱いについては、国際的な理解を深める内容だけでなく、ニュース

で取り上げられているような話題についても取り上げられており、英語が身近な言葉であ

り、使うことができる言葉だということを感じる事ができる。  

 次に、「ＮＥＷ  ＣＲＯＷＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＳＥＲＩＥＳ Ｎｅｗ  Ｅｄｉｔｉｏ

ｎ」、株式会社三省堂につきましては、取扱内容・内容の程度については、各単元が GET

とUSEのパートにわかれており、ターゲットセンテンスを GETで学習した後に、 USEでより
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高度な活動やターゲットセンテンスの定着をはかる活動ができる。また、単元のまとめで

言語材料のふり返りができたり、話す活動を「発表」型と「会話」型にわけて捉えたりし

ており、分かりやすい工夫がされている。  

 人権等の取り扱いについては、平和、人権､生命の尊重、環境など、英語を通して人権

感覚を育む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、各単元の USEに READと SPEAKと WRITEがあり、ターゲット

センテンスをくり返しスパイラルに学習することができる構成となっている。また、各学

年３回のProjectが設定されており、４技能を統合した活動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、 Self-Studyのコーナーは苦手

に思っている生徒にとっても分かりやすい工夫があり、家庭で自学自習しやすい内容にな

っている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、東京オリンピック、パラリンピックなど Sports 

for Everyoneでは様々なスポーツに対する関心を高められるように工夫されている。地球

環境､平和に関するもの、 3年生では自分の進路や社会問題を考えるものを幅広く取り扱っ

ている。  

 次に「ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ  Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ・ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ  Ｅ

ｎｇｌｉｓｈ  Ｃｏｕｒｓｅ  Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ」、教育出版株式会社につきまして

は、取扱内容・内容の程度については、各 Lessonが Hop/Step/Jumpの３段構成になってお

り、短いパラグラフ・ダイアログから長いパラグラフ・ダイアログに段階的に取り組むこ

とができ、基礎基本が定着できる構成となっている。また、イラストや写真など視覚的に

も内容をとらえやすい工夫がされている。  

 人権等の取り扱いについては、アンネの日記を題材としたものや、東日本大震災を題材

とした教材などがあり、様々な視点から命の大切さや尊さ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、１・２年で３回、３年で２回のプロジェクト型の活動が

設定されており、４技能を統合したまとめの学習を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、各学年の付録として赤色シー

ト付きのEssentialsがついており、新出語彙の練習問題など、生徒が自学自習に活用しや

すいように工夫されている。また、巻末の Can-do自己チェックリストを使うことで、自己

評価ができるようになっている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、日本、および外国の文化や風俗習慣を中心に取り

扱っており、海外に興味を持たせるとともに、国際的な問題を取り上げることで身近に感

じやすい。また、プロジェクトで扱う内容は「好きなアニメ」や「町のガイドブック」な

ど、生徒の興味をひく題材設定となっている。  

 次に、「ＣＯＬＵＭＢＵＳ  ２１  ＥＮＧＬＩＳＨ  ＣＯＵＲＳＥ」、光村図書出版株

式会社につきましては、取扱内容・内容の程度については、学年が上がるにつれて社会的

問題を考えさせるものを多く取り扱っている。 Unit内のYou Can Do It!では聞く・話す・

書くといった活動が設定されており４技能をバランス良く伸ばすことができる構成となっ

ている。  

 人権等の取り扱いについては、生命尊重、環境問題、平和など、多方面から国際理解、
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国際協調、人権的感覚を養うことができる構成となっている。  

 組織・配列・分量については、紙面の中の英語の割合が多く、英語の世界に浸ることが

できる。各Unit後にYou Can Do It!があり、学習した内容の定着をはかる活動をすること

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、各学年３回ずつ Go for It!と

いうプロジェクト型の活動が設定されている。３年ではディベートをおこなったり、卒業

文集を作成したりすることができるようになるまで、スモールステップが提示されている。  

 今日的な課題の取り扱いについては、環境問題を多く取り入れたり、現在様々な場所で

活躍するロボットの開発を取り上げたりする等、生徒の関心を引くことができる内容とな

っている。  

 以上でございます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、英語につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。  

 

【御喜田委員】 英語というのは積み重ねの学習だと思うので、子どもたちにとってより

学びやすい教科書はどれかなという観点で見させてもらいました。小学校でも英語教育が

取り入れられているので、そういった部分で、小学校との連携という部分にも観点を置い

て見させてもらったときに、三省堂と学校図書の教科書が見やすくて学びやすいと思いま

した。 

 まず、三省堂ですが、主語、述語が色別で分かれていて見やすいなというのがありまし

た。１年生の４４ページのところで、主語を全て黄色で表記し、それに対する答えの部分

でも主語を黄色で表記してあるので、子どもたちにとって見やすいんじゃないかなと思い

ました。  

 あと、発音、会話という部分でも、ページの下のところに会話のちょっとしたヒント、

文末を下げて言おうとか、質問や確認の文は文末を上げて言おうとか、そういったちょっ

とした会話のヒントが載っているので、いい教科書だと思いました。 

 次に、学校図書ですが、先ほどと同じような見方でいくと、１年生の２６ページのとこ

ろで、主語と述語で色分けがしてあります。主語は全てオレンジ、述語は全てピンクとい

うふうに色分けをしてあるので、子どもたちにとって見やすいと思いました。  

 ページの下のほうにＴｉｐｓと書いているところでは、上の内容であることをもう少し

詳しく書いてあったり、ヒント的なことが書いてあります。例えば、Ｈｏｗ  ａｂｏｕｔ  

ｙｏｕという内容のところでは、同じ質問を相手に聞き返したり、別の相手にしたりする

ときというような、より会話をする上で実践的に使える内容がヒントとして書いてあるの

で、子どもたちにとって使いやすいと思いました。あと、イラストであったり、構成がす

ごく見やすく、使いやすい教科書と思いました。 

  

【浦上教育長】 三省堂は、単元ごとに読むことと、書くことと、話すことが書かれてお

り、確認が非常にやりやすく、繰り返しがされていて、学力が定着しやすいという思いで

見ていました。また、家へ持って帰ったときに、家庭での自学自習につながるという思い
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と、あとは、人権に関わって、平和と環境、そして人の命、これ英語を通して、尊重する

態度を養うような形で工夫されていると思いました。  

 教育出版ですが、赤色のシートがあり、練習問題をするときに使えるかなということで、

自学自習の向上に期待ができると思いました。あと、日本あるいは外国の文化、風俗を中

心に扱っていて、海外に興味を持たせ、国際的な問題を取り上げていると思いました。  

 次に、学校図書ですが、小学校の「Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！」からのつながりというこ

とを意識した、ｂｅ動詞でなしに一般動詞から入っていくというような形で、スムーズに

中１の英語に導入しやすい、子どもたちの興味・関心を持てるようなスタイルになってい

ると思いました。英会話を中心に考えたら非常によい本だと思いました。  

 英語の先生に聞くと、書くこと、要するに英語につまずく子どもたちというのは、書く

ことからつまずいていくと言っていました。それで、書くことに抵抗感がなく入っていけ

るように、先生が使い勝手がいい教科書であることも必要だと思っています。その観点で

言えば、学校図書がふさわしいと私は思っています。  

 

【木下委員】  小学校英語が話題になっている中で、それぞれの出版社が工夫されている

ことが大変よくわかります。  

 英語を専門に教えておられる方々でも、小学校英語と中学校英語をつなぐのがいかに難

しいかという話を聞きます。現場でも、専門に英語教育を考える方たちもそこがポイント

になっています。中学校英語へ入りにくいとすれば、小学校であれだけやっていることは

何なんだろうということになるし、小学校英語で時間かけてやってきたことが中学校の導

入に活かされないといけない。中学校に入った途端に英語が嫌いになる子どもができても

困るというところで、小中のつなげる部分が一番大きいところだと思います。 

 一方では、オーラルコミュニケーションということ、やはり話せる英語が必要だという

ことを言っています。他方で、中学校は、受験もあるから、書くこと、文法にかなりの重

点も置かなくてはいけないので、非常に難しいことだと思います。そのような課題がある

中で、小学校でやってきた話すということから入って、一般動詞を使って、そして特殊な

ｂｅ動詞へ移っていくという形になっているのが、理にかなっていると考えるので、私は、

学校図書がいいと思っています。 

 

【安藤委員長職務代理者】  私自身も英語コンプレックスを中学校のとき持ったという経

験があるので、小学校から中学校へ移るときに、できるだけ親切だと思う教科書を選びた

いと思いました。その中で、三省堂、学校図書がいいと思いました。  

 三省堂は、オーソドックスな教科書に見えます。だから、例えばＵＳＥということで、

ＲＥＡＤ、ＳＰＥＡＫ、ＷＲＩＴＥということで構成されています。あと、トピックスの

取り上げ方で、１年生ではスゴロクを題材として日本的なものを英語的に使っているとこ

ろです。また、２年生ではお寿司を取り上げています。３年生の場合であれば落語を通じ

てより英語を身近なものにしようとされている点が面白いと思いました。  

 学校図書は、小学校から中学校に割とスムーズに入っていける教科書になっていると思

います。ただ、私としては、専門家ではないので、一般動詞とｂｅ動詞のどちらが先の方

がいいかわかりませんが、実際に使うとした場合、一般動詞のほうがたくさんあるし、そ
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ういう言葉が生活にも繋がっていくと思います。  

 実際、１年生の教科書の中で、人権的にはマザー・テレサを取り上げて、また、一方で、

点字を英語で取り上げてくれているというのは、実生活の中でまだ身近になっていないこ

とで、やっぱり大事なところだと感じました。 

英語が身近に使える、そして身近な言葉になってきている中で、親しみやすいものを題

材にするなど、すごくいい教科書だと思いました。  

 

【百瀨委員長】 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、採決に移りたいと

思います。  

 「英語」については、八尾市としても英語力を高めるという大事な視点を持っており、

小中の学びの連続性や、それらを意識したつくりになってるかどうか、また、小学校、外

国語活動の英語活動を活かしている、コミュニケーション能力、また、活用力を高めると

いうことでは、学校図書株式会社「ＴＯＴＡＬ  ＥＮＧＬＩＳＨ Ｎｅｗ  Ｅｄｉｔｉｏ

ｎ」が、最適であるとのご意見が多かったように思いますが、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】 全委員ご異議なしと認めます。よって、「英語」の教科用図書につきま

しては、学校図書株式会社「ＴＯＴＡＬ  ＥＮＧＬＩＳＨ  Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ」を

採択することが適当と決しました。  

  

【百瀨委員長】 これで、八尾市立中学校教科用図書の採択に関する審議については、す

べ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。 

 それでは、国語につきましては光村図書出版株式会社「国語」、書写につきましては東

京書籍株式会社の「新編  新しい書写」、社会（地理的分野）につきましては教育出版株

式会社の「中学社会 地理 地域にまなぶ」になりました。社会（歴史的分野）につきま

しては日本文教出版株式会社の「中学社会  歴史的分野」、社会（公民的分野）につきま

しては日本文教出版株式会社の「中学社会  公民的分野」、地図につきましては株式会社

帝国書院「中学校社会科地図」、数学につきましては株式会社新興出版社啓林館の「未来

へひろがる数学・未来へひろがる数学ＭａｔｈＮａ vｉブック」に決まりました。理科に

つきましては株式会社新興出版社啓林館「未来へひろがるサイエンス・未来へひろがるサ

イエンス マイノート」、音楽（一般）につきましては株式会社教育芸術社「中学生の音

楽」、音楽（器楽合奏）につきましては株式会社教育芸術社「中学生の器楽」、美術につ

きましては日本文教出版株式会社の「美術  出会いと広がり・学びの深まり・美の探求」、

保健体育につきましては株式会社大修館書店「保健体育」、技術・家庭（技術分野）につ

きましては開隆堂出版株式会社の「技術・家庭  技術分野」、技術・家庭（家庭分野）に

つきましては開隆堂出版株式会社の「技術・家庭  家庭分野」、英語につきましては学校
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図書株式会社「ＴＯＴＡＬ ＥＮＧＬＩＳＨ  Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ」と決しましたが、

委員の皆様方、よろしいでしょうか。  

 

【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２８年度使用

八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」については、以上のとおりと決しました。 

 次に、議案第３４号「平成２８年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」

について審議をいたします。  

 提案理由を菊池課長より説明をお願いします。  

  

【菊池指導課長】  ただいま議題となりました、議案第３４号、平成２８年度使用八尾市

立小学校教科用図書の採択につき、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。  

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

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

行われる必要がございます。  

 その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条に、「義

務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令

で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする」と示されて

おります。また、期間につきましては、同施行令第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、別紙の小学校用図書を平成２８年度使用八尾市立小学校教科用図書とし

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

上げます。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、提案理由の説明がございましたが、小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２７年度と同じ教科書を採択するものと

定められているわけですね。  

 

【菊池指導課長】  ただいま委員長がおっしゃっておられるとおりで、昨年度と同様のも

のを使用しなければならないというふうに定められております。  

 

【百瀨委員長】 現在使用されている教科書について、現場の先生方から何か不備な点な

ど、聞いていることはありませんか。 

 

【菊池指導課長】  指導主事による学校訪問、または学校長の話等から、現在使用してい

る教科書について不備な部分というものは聞いておりません。  
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【百瀨委員長】 わかりました。ただいま説明がありましたように、現在使用されている

教科書について、不備な点もないようでございます。  

 委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。議案第３４

号につき、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「平成２８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、原案を適当と認めることに決しました。  

 審議の途中ですが、議事の都合により暫時休憩といたします。  

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】議事を再開いたします。続きまして、議案第３５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をお願いします。  

  

【菊池指導課長】  ただいま議題となりました、議案第３５号、視覚に障がいのある児

童・生徒に対する「拡大教科書」の採択につき、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。  

 理由といたしまして、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、先ほど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は、直ちに国に拡大教科書の無償給与の申

請の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、よろしくご審議願います。  

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方から何かご質

疑ございませんか。  

 

【安藤委員長職務代理者】 小学校にも中学校に在籍している人数は何人おられるか教え

ていただけますか。 

 

【菊池指導課長】  現在、小学校１名、中学校１名在籍しております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 ありがとうございました。  
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【百瀨委員長】 他にご質疑ございませんか。 

 

【百瀨委員長】 ないようですので、採決に移らせていただきます。議案第３５号につき、

原案を適当と認めることにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。 

 よって、議案第３５号「視覚に障がいのある児童・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。  

 さて、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

が本当に八尾市の児童・生徒の学習に効果的に使われるよう、また学校教育現場の先生方

にも十分お願いを申していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 以上で本日の予定案件については終わりますが、この際、委員の皆様方から何かご発言

ございませんか。  

 

【全委員】 なし。 

 

【百瀨委員長】 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いた

します。  

  


