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７月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年７月２６日（火）・２７日（水） 

開 催 時 間  午前９時３０分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

植田教育次長・中山学校教育部長・靍原指導課長・浅野教育サポ

ートセンター所長・福嶌人権教育課長・牧野指導課長補佐・森指

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。 

 既にホームページ等で周知しておりますが、本日と明日の両日にわたりまして、教科書

採択を進めてまいりたいと思います。 

 なお、採択に関する教育委員会については公開で行うことを、既に４月定例教育委員会

で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 

請願第 １号 

議案第３１号 

議案第３２号 

議案第３３号 

議案第３４号 

平成２４年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する請願の件 

平成２４年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件 

平成２４年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件 

視覚に障がいのある生徒に対する「点字教科書」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】 まず、請願第１号「平成２４年度八尾市立中学校教科用図書の採択に関

する請願の件」について審議いたしますが、請願の取扱い等について確認したいと思いま

すので、事務局より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 請願につきましては、八尾市教育委員会会議規則第２９条の２におき

まして、「委員長は、前条の規定により請願の提出を受けたときは、その処理について、

委員会の会議に諮らなければならない。」と定められております。 

 現時点において、請願書が２件提出されており、いずれも教科書採択に係る請願でござ

います。 

 なお、本請願の取扱いにつきましては、先日の教育委員協議会におきましてご確認いた
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だいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま事務局より説明がありましたが、教科書採択に係る請願とのこ

とで、先の教育委員協議会におきまして、慎重に議論したところでございます。 

 その際、静謐な採択環境の確保という視点から、外部からの働きかけに左右されること

なく、採択権者の権限と責任をもって取り組むことが確認されております。 

 従って、具体的に教科書名が挙がっている以上、一定の配慮という点で、教科書名を伏

せた形で請願の審議を行うことにいたします。 

 そのため、本日は請願書に記載された教科書名を、事務局において黒塗りの処理をした

ものを提示していただいております。 

 それでは、請願１「２０１２年度使用中学校教科書採択についての請願書」について審

議いたします。請願の内容を事務局より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、請願１についてご説明いたします。 

 本請願につきましては、「日本軍『慰安婦』問題・関西ネットワーク」より、５月２５

日に提出のあったものです。 

 請願の主旨につきましては、「１、「近隣諸国条項」を教科書採択基準に盛り込んでく

ださい。」「２、教科書採択にあたり、現場教員の意見を尊重してください。」「３、某

歴史・公民教科書、某歴史・公民教科書を採択しないでください。」というものでござい

ます。 

 

【百瀨委員長】 次に、本請願に対する理事者の見解を求めたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 本請願の項目１につきましては、文部科学省において定めております

「義務教育諸学校教科用図書検定基準」に記載されておりまして、その検定を経て合格し

た教科書が検定教科書となっておりますことから、基本的には検定教科書をもってこの条

件を満たしていると認識しております。 

 なお、本市の採択基準につきましては、先の４月定例教育委員会において定められたと

ころでございます。 

 次に、請願の項目２につきましては、学校巡回により各学校から意見を求めていること、

選定委員会の構成において現場の教員が含まれていること等をもちまして、この条件を満

たしていると認識しております。 

 最後に、請願の項目３につきましては、先程ご確認いただいた趣旨によりまして、教科

書採択の趣旨に合致しないものと認識しております。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、請願についての理事者の見解陳述がございましたが、質疑や

賛否を含めたご意見等がございましたら、お願いいたします。 

 

【安藤委員長職務代理者】 請願の第１項目に関しては、４月の定例会で確認しておりま

すので、理事者の見解のとおりだと思います。 
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【木下委員】 請願項目２につきましても、現場の声を反映させるということでは、今年

度は選定委員に現場教員を１名増やしていると思いますので、このことは含んでいると考

えます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 請願の第３項目に関しては、教科書名が記載されている以上、

採択することはできないのではないかと考えます。 

 

【中原教育長】 各委員のおっしゃるとおり、１項目と２項目は当然踏まえてきたものと

考えますし、３項目については、教育委員会の権限と責任をもって教科書を採択していく

べきものですので、どの教科書を採択するかは教育委員会として責任をもって採択してい

きたいと思っております。 

 

【百瀨委員長】 それでは他に質疑、ご意見がないようですので、採択に移らせていただ

きます。 

 ただいま各委員からご発言がありましたように、請願項目１につきましては、既に本市

の採択基準に定められております。主旨については検定教科書に盛り込まれているとの認

識で、この件につきましては不採択としたいと思います。 

 次に、請願項目２については、４月の定例会におきましてもしっかり確認し、また先程

理事者からの見解にもありましたように、学校巡回により各学校から意見を求めているこ

と、また選定委員会の構成に現場の教員が含まれていることなど、十分な配慮をしてきて

おりますことから、これも不採択としたいと思います。 

 最後に、請願項目３につきましては、教科書採択に影響があると考えますので、不採択

にしたいと思います。 

 よって、本請願につきましては、以上の理由からいずれも不採択としたいと存じますが、

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。よって請願１「２０１２年度使用中学校教

科書採択についての請願書」については、不採択とすることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、請願２「教育基本法・学校教育法の改正、学習指導要領全面改訂

に伴う教科書採択制度の改善について（請願）」について、審議いたしたいと思います。

請願の内容を事務局より説明願います。 

  

【靍原指導課長】 それでは、請願２についてご説明いたします。 

 本請願につきましては、石本眞一氏より６月２３日に提出のあったものです。 

 請願の主旨につきましては、「①教育基本法、学校教育法の改正、学習指導要領の全面

改訂と、教科用図書検定調査審議会報告に基づき、これら法令等において改善された内容

が、新しい教科書内容に反映されているか、採択の指標（観点）を定め、各々の教科書の
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調査研究を行うこと。」「②各々の教科書の調査研究に基づき、教育基本法と学校教育法

の目標及び学習指導要領の目標等を達成する上で、最も適切と思われる教科書を採択する

こと。」というものでございます。 

 

【百瀨委員長】 それでは、本請願に対しての理事者の見解を求めます。 

 

【靍原指導課長】 本請願の項目１につきましては、既に４月の定例教育委員会におきま

してご確認いただいたところですが、学校教育法を初め関係法令に則って教科書採択を定

めているものでございますので、この条件は既に満たしているものと認識しております。 

 次に、項目２につきましては、「最も適切な教科書は何か」という視点については、教

育委員会からの諮問文、また選定委員会からの答申にも盛り込まれておりますので、この

条件を既に満たしているものと認識しているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、請願についての理事者の見解陳述がございましたが、ご質疑

あるいは賛否を含めたご意見等はございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 私たちも教科書を採択するにあたり、教育基本法や学校教育法の目標や学

習指導要領を重点的に考えて選択していきたいと思っておりますし、最も適切な教科書で

あることを、自信を持って採択していきたいと思っております。 

 

【木下委員】 別紙として教科書検定に係る資料が付いていますが、この取扱いはどのよ

うに考えるべきなのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 この資料につきましては、事務局より請願者に確認しましたところ、

請願とともに請願の資料として取り扱っていただきたいとの旨でございました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、これは請願に係る資料の一部として取り扱うことにしたいと

思います。 

 

【中原教育長】 今までに各委員ともに相当の日数をかけて教科書を読み込んでいただい

ており、選定作業に入るまでに、項目の１、２についても確認してきたところです。 

 当然、八尾の子どもたちにとって最も適切な教科書を採択したいと思っています。 

 

【百瀨委員長】 我々もその点を十分に協議し、指針にもしているところです。 

 それでは、他にご意見等がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 各委員からご発言がありましたように、本請願の各項目につきましては、４月の定例教

育委員会において既に確認したところでございます。 

 教科書採択にあたりましては、教育基本法を初め関係法令に則り、本市の生徒にとって

最も適切な教科書は何かという視点を大切にして採択を進めていくという点で、請願の内

容は既に十分に配慮してきておりますことから、採択にはなじまないと考えます。 
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 よって、本請願については不採択とすることといたしたいと存じますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

 

【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、請願２「教育基本法・学校教育法

の改正、学習指導要領全面改訂に伴う教科書採択制度の改善について（請願）」につきま

しては、不採択とすることに決しました。 

 なお、事務局におきましては、請願者に不採択の結果を伝える際、ただいま議論された

主旨や内容を丁寧に伝えるなど、配慮するよう要望しておきたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第３１号「平成２４年度八尾市立中学校教科用図書の採択に

関する件」について審議いたします。 

 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、

その権限と本当に責任におきまして、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、

事務局より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会等の経過でございますが、５月１８日に第１回の選定委員

会が行われ、教育委員会より諮問された内容を確認し、また事務局から採択に向けた日程

を説明するとともに、教科書採択に向けて本市の生徒の実態や特色について意見交流が行

われました。 

 また、７月７日には第２回の選定委員会が行われ、終日にわたって、静謐な環境の下、

国語から英語までの１５種目ごとに活発な審議が行われました。 

 その審議内容につきましては、お手元の答申にまとめられたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 公正を確保し、静謐な環境の中で、選定委員会において十分に審議いた

だいた上での答申ということで、了解いたしました。 

 それでは、今後の審議の進め方につきまして、前回採択替えが行われた平成１７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、事務局より説明願い

ます。 

 

【靍原指導課長】 前回の採択の手順でございますが、種目ごとに審議を進めていただき

ました。 

 その際に、選定委員会からの答申を基にしながら、大阪府教育委員会の資料、また本市

の調査員や学校からの報告書及び教育研究会等からの報告書、並びに市民の意見等を参考

としながら採択が進められました。 

 

【百瀨委員長】 この件につきまして、何かご質問等ございませんか。 
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【安藤委員長職務代理者】 市民からの意見としては、どのようなことが上がってきたの

でしょうか。 

 

【百瀨委員長】 それでは、教科書展示の様子と併せて報告をお願いいたします。 

 

【浅野教育サポートセンター所長】 それでは、平成２４年度使用教科書の展示会につい

て報告いたします。 

 本年度は、法定外の展示会については６月３日より６月１６日までの１０日間、教育サ

ポートセンターにおいて行いました。法定展示会については６月１７日から７月６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行いました。 

 閲覧者数については、法定外展示会では４名、法定展示会では２５８名の、合わせて２

６２名となっております。昨年度に引き続き、志紀図書館において展示会を開くことによ

って、多くの市民に閲覧していただきました。 

 閲覧された方々からの意見でございますが、「デザイン、見映えなどがとてもきれいに

なっている。」「教科書のサイズが昔より大きくなって大変見やすい。」とのご意見や、

「地震について１年生で学ぶことは非常にタイムリーなことであると思う。」「地理の教

科書で近隣の地域のことを載せられていて、身近な話題については子どもの興味を引くの

でよいと思った。」など、内容に関するご意見もいただいております。 

 また、「一般人にも教科書を公開されているのは大変ありがたいことである。」「図書

館で気軽に閲覧できることは非常によい企画だと思うので、今後ともぜひ続けてほし

い。」など、閲覧環境についてもご意見をいただいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 ２カ所で設置して、より多くの市民にご覧いただいたということです。

委員の皆様方も、この間、教科書について情報収集や事前の勉強を熱心にしていただいた

と聞いておりますが、この件につきましていかがでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回、延べで６日間ほど通って勉強させていただきました。

今日の採択に役立てばと思っております。 

 

【山本委員】 私も、新しい教科書が入る前に現在使っている教科書を見て、違い等を確

認しました。新しい教科書は、以前にも増して読みやすくなっていて、文字の大きさなど

がかなり工夫されているように思いました。授業時間が増えるということで、教科書自体

も厚くなってはいますが、色彩が豊かで非常に見やすくなっていると思いました。 

 

【木下委員】 私も、時間の許す限り全教科にわたって全教科書に目を通したいというこ

とで、何度か展示してあるものを見ました。その時も市民の方ともお会いしまして、市民

の関心も強いように思いました。 

 

【百瀨委員長】 私も、各社の教科書や答申を初め、内容に関する様々な資料を可能な限

り見ました。またこの間、委員の皆様方とも、教科書に関して情報を共有してまいりまし
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た。本日はぜひ活発な議論になればと思いますので、よろしくお願いします。 

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

を基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、

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、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。靍原課長より、答申の「国

語」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「国語」について、ご説明いたします。 

 はじめに、『新しい国語』（東京書籍株式会社）につきましては、「取扱内容・内容の

程度については、写真や絵、資料が多く、生徒の興味・関心を引く工夫がされている。キ

ャッチコピーを考えたり、ＣＤジャケットを作ったりするなど、生徒の興味を引くととも

に、表現活動に重点を置いた工夫が見られる。 

 また、読書案内で取り上げられている図書の数が多く、またそのジャンルも多岐にわた

る。ジャンルごとに整理されており、各単元を学習し終えたあとに生徒たちが自ら学びを

深めたり、新しい分野に挑戦したりすることができる。 

人権等の取り扱いについては、平和、障がい、子どもの人権、環境等に関する学習材が

配されていて、人権尊重に対する配慮がうかがわれる。 

組織・配列・分量については、各単元の扉において、詩歌で生徒の当該単元に関する興

味づけが行われている。また、各学年の見返しにも導入に適切な詩が掲載されている。 

「読むこと」「話すこと・聞くこと」「書くこと」がバランスよく配置されていて、無

理なく学習が進められ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、基礎・基本的学習の定着のた

めに、教科書の後半に「基礎編」を設定し、本編とリンクして具体的な例や練習問題を挙

げる事によって、生徒一人でも、言葉の力を付けるための工夫がされている。 

また読書についても「人権」や「環境」など、３年間の教科書の内容に合わせてテーマ

別で構成され、生徒が興味関心を引くように考えられている。 

今日的な課題の取り扱いについては、「話し合い」を中心として「話すこと」をテーマ

にした教材が配置されており、表現力・コミュニケーション能力の育成に配慮した構成と

なっている。 

発展的な学習内容については、「資料編」では、３つの領域について、発展的な学習に

つなげるために、「読むこと」に関しては読みがさらに深まるよう、「話すこと・書くこ

と」に関しては題材例をたくさん挙げ、生徒が取り組みやすいよう工夫され、本編と関連

させながら構成されている。 

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

と思われる。」 
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次に、『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、１年生で「竹取物語」だけでなく「宇治拾遺物語」が収められているなど、

古典作品が充実している。 

また、資料として文語文法や簡単な古語辞典などがあり、古典学習に入りやすい。文学

作品も新しいものにかたよらず近代の著名な作家の作品も多く取り入れられさまざまな作

品に親しむことができる。 

人権等の取り扱いについては、全学年を通して、平和、環境、障がい者問題をはじめ、

子どもの人権や国際理解等についての学習材など、人権に関する学習材が多く、人権尊重

に対する配慮がうかがわれる。 

組織・配列・分量については、各単元の扉において、詩で生徒の当該単元に関する興味

づけが行われている。また、各学年の見返しにも導入に適切な詩が掲載されている。 

 「話すこと・聞くこと」「読むこと」「書くこと」「伝統的な言語文化」がバランスよ

く配置されていて、「話すこと・聞くこと」と「書くこと」を複合的に取り扱う学習材も

配置されている。 

各単元の終わりに「ついた力を確かめよう」で、各学習材の目標と、考える力、言葉の

力、知識や技能についての観点が示されている。 

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、「読む」ことの教材が「習

得・活用・探求」の３段階で構成され、学習がより深まるように工夫されている。 

さらに３領域はバランス良く配置され、「書く」「話す・聞く」は緑、「文法」は青な

ど、領域によってページを色分けし、学習しやすく工夫されている。 

また、各単元の始めには一編の詩を載せると共に、その単元の学習内容や目標を明示し、

学習に取り組みやすく考えられている。 

今日的な課題の取り扱いについては、情報を発信する、話すということに重点を置いた

教材が多く、今日的な課題に応じた配慮が見られる。 

発展的な学習内容については、各教材の最後の「ついた力を確かめよう」で、「考える

力」や「知識や技能」など自己評価の観点を示し、学習のふり返りや次の段階へ進みやす

いように考えられている。 

また、「学びの窓」の最後に「家庭学習」の項目を入れ、学習の手だてとしている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『中学生の国語  中学生の国語 学びを広げる』（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、現在、第一線で活躍するアーティストの歌

詞を３学年とも掲載するなど、生徒の興味を引く内容となっている。 

また、別冊、資料編があることでより深く、興味をもって学習することができる。全学

年で声に出して読むことに重点を置いた教材を導入にしており、国語学習に抵抗なく入る

ことができる配置になっている。 

人権等の取り扱いについては、資料編もあわせると、全学年を通して平和に関する学習

材が配されている。 

また、障がい、環境、人権尊重、人間愛等に関する学習材も配されており、人権に関す

る学習材が多く、人権尊重に対する配慮がうかがわれる。 
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組織・配列・分量については、各単元の扉において、写真と記述（問いかけ）で生徒の

当該単元に関する興味づけが行われている。 

領域ごとに学習目標が示され、「確かめよう」と「別冊資料編」との関連も示されている。 

「読むこと」「話すこと・聞くこと」「書くこと」「伝統的な言語文化」がバランスよ

く配置されていて、無理なく学習が進められ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、発展学習につなげるために、

教科書を「本編」と「資料編」の２冊に分けたり、「言語文化」を大切にする方針から従

来とは配列を変え、古典教材を最初に持ってきたりするなどの工夫が見られる。 

また、それぞれの単元のはじめに「課題を持って＜読もう・書こう・話そう＞」と示し、

学習の目的をはっきりさせ、最後には「＜ひとりで・みんなで＞学ぶ」と「振り返る」と

いう項目を設け、学習意欲を高めるようにも工夫されている。 

今日的な課題の取り扱いについては、対話劇などコミュニケーションにかかわる教材が

扱われており、現代の生徒の実態に応じた内容となっている。 

発展的な学習内容については、「読むこと」の単元の最後には、必ず関連図書の紹介が

あり、文学的なものから科学的なものまで幅広く紹介されて、生徒が読書に興味を持つよ

うに工夫されている。 

また、分冊された「資料編」は学習を広げるために、本編と上手くリンクされており、

「読むこと」だけでなく「書くこと」「話すこと」の発展につながる工夫もされている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、文学作品では、本教科書のための書下ろしという作品は少な

いが、近代の作品が多く取り上げられている。 

一方で、現代の作品も収められ生徒たちの興味を引く内容となっている。「伝え合う言

葉」のタイトル通り、「言葉」に重点を置いた教材も多く見られる。 

人権等の取り扱いについては、全学年を通して平和に関する学習材が配されている。ま

た、障がい、環境、国際理解、福祉等に関する学習材も配されており、人権に関する学習

材が多く、人権尊重に対する配慮がうかがわれる。 

組織・配列・分量については、各単元の扉において、名言、格言で生徒の当該単元に関

する興味づけが行われている。「読むこと」「話すこと・聞くこと」「書くこと」「伝統

文化と言語」と明確に領域が分けられていて、相互に関連付けながら学習が進められるよ

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、教科書の「読むこと」「話す

こと・聞くこと」「書くこと」の配列を、従来のような形ではなく、順番に一つにまとめ

てあり、取り組みやすくなっている。 

また、その後に「伝統文化と言語」の単元を設けて、古典芸能を紹介すると共に、文法

などの言語事項がまとめてあり、その時の学習状況に応じて取り組め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、メディアリテラシーにかかわるものがすべての学

年で扱われており、情報を読み取り、自ら発信していくという現代の情報化社会を生きる

生徒たちに応じた内容となっている。また、「書く」ということについて、学年ごとに段
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階を追って編集されており、３年生では「自己ＰＲの書き方」など生徒の実態に即した教

材が盛り込まれている。 

発展的な学習内容については、巻末の「言葉のとびら」（付録）に、本編を補充するた

めの文学教材集を掲載すると共に、「データーベースコラム」として、活用例を挙げなが

ら、３領域の発展学習につながる図書やその方法を掲載している。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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」「読む」「書く」が系統的に配置されており、言葉の学習活動を活性

化させる充実した内容となっている。文学作品は従来の作品に加え、新しい作品も配され

新鮮な印象を与える。単元ごとに季節の言葉なども配し、伝統を大切にしつつも、生徒に

興味をもたせる工夫がなされている。 

読書案内で紹介されている図書の数がとても多く、またそのジャンルも多岐にわたり、

分野ごとに整理され、巻末の資料編では学年ごとに推薦図書が紹介されるなど生徒たちが

読書に取り組む際に本を選びやすいよう工夫されている。 

人権等の取り扱いについては、全学年を通して平和に関する学習材が配されている。ま

た、人間愛、環境、障がい者問題等の人権に関する学習材が多く、人権尊重に対する配慮

がうかがわれる。 

組織・配列・分量については、各単元の扉において、当該単元の目標が示され、単元の

導入としている。 

「話すこと・聞くこと」「読むこと（伝統的な言語文化）」「書くこと」「言語」がバ

ランスよく配置されていて、無理なく学習が進められ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、３領域それぞれの学習が、

「目標」「学習の窓」「次へつなげよう」で構成され、見通しを持たせて取り組ませ、最

後にもう一度振り返ることが出来るように工夫されている。 

また「読むこと」の教材の脚注には幅広く関連図書の紹介もされている。「書くこと・

話すこと」に関しても、具体的な生徒作品例も数多く、生徒にとって取り組みやすい印象

を受ける。 

今日的な課題の取り扱いについては、情報化社会に対応しつつ、今日的課題である表現

力の育成にかかわる教材が多く取り扱われている。 

発展的な学習内容については、「季節のしおり」として紹介されている有名な日本絵画

や文部省唱歌、詩歌や二十四節気・季語を通して日本文化に触れることができ、生徒が興

味を広げやすくなっている。 

また、ジャンル別にされた「読書案内」、「情報コラム」や「関連教材」も発展学習に

つなげやすくなっている。 

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

あると思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「国語」につきまして、選定委員会での主な意見等の説明が
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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】 国語の場合には、「話す」「聞く」「書く」「読む」のバランスや、漢字、

文法のバランスがどうか、それから、今回の学習指導要領の改訂から、基礎・基本と発展

へのつなぎがどうか、また、現代文と古典文についての関わりをどうしていくか等、幾つ

かのポイントがあると思いながら見ました。 

 そこで、図表等は大阪府教育委員会の資料の数と比較しましたが、光村図書出版は、大

変バランスよくできているところ、あるいは発展学習を充実させているところ、また、子

どもの興味を引くことへの工夫がよくできていると思いました。 

 特に、現代文と古文のつなぎが非常に工夫されていると思います。古典的な色合いと現

代の色合いについて、日本の色彩感覚の繊細さは国際的にも評価されていて、その日本の

特徴を非常によく捉えていると思いました。 

 

【山本委員】 光村図書出版は、教科書を開いたときに、とてもきれいな景色が掲載され

ていました。また、私が一番良いと思ったのは、最近、作文が苦手な子どもたちが多いの

で、１年の教科書の「感じたことを文章にしよう」という項目です。目標を立てて文章を

作るというのが書き方としてとても分かりやすいと思いますし、順序立ても見やすく、子

どもたちも理解しやすいと思いました。 

 

【中原教育長】 八尾の子どもたちの実態を見ますと、基礎的な力は一定ついているもの

の、応用力、活用力、とりわけ表現力が弱いという点があることから、表現力を向上させ

たいという思いがあります。話す、書くという表現領域が充実していることがポイントと

思います。このような点は光村図書出版に特色があると思いました。 

 更に、表現力を向上させるために、教科書で様々なジャンルのものを読ませたり、読解

させたりしたいという思いがあります。以前から、文学作品でも感動的なものが含まれて

おり、表現力を向上させるという領域が充実していると思いました。 

 古典の扱いについても、非常に絵がきれいで、子どもたちが興味を持つのではないかと

も思いました。また、他の教科書でも、古典の扱いに図版をかなり利用していますが、光

村図書出版は、今まで文章が多かったところを、図版などを利用しながら現代文と古典を

興味深くつないでいると感じました。 

 また、本市の学校では図書館との連携も増えていて、子どもたちに図書館や図書室をで

きるだけ使わせようとしているので、図書館や図書室の利用を１年生の教科書の最初に掲

載していることからスムーズに図書館や図書室の利用・活用への誘導ができるのではない

かと思いました。 

 それから、文字が他社と比べて少し太いため、全体的に見やすいことや、小学校から中

学校への段差をできるだけ少なくしようという意図も感じられました。 

 他の教科書も完成度は高いですが、コミュニケーション能力や表現力を高めていこうと

している本市の状況から考えると、選定委員会が最も適切だと判断したことは、適切な判

断だと感じました。 
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【安藤委員長職務代理者】 例えば教育出版についても、光村図書出版と同様に子どもた

ちへのアプローチがしっかりとなされているように思いました。 

 しかし、トータルとしては、漢字の組み立て方などにしても、光村図書出版は的確に捉

えているように思います。また、現代から古典へのアプローチを見ると、大変大きく取り

上げられていると思います。光村図書出版は社説まで取り上げて、社会の中での捉え方が

教科書の中にあることや、季語のしおりによる日本の風土の捉え方も非常によいと思いま

した。また、論語のあり方も非常によいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 私も、教育出版では、言葉に重点を置いている教材が多いと思いました

が、特にご意見の多かった光村図書出版に関しては、言語感覚を豊かにするための具体的

な教材がバランスよく配置されていると感じました。 

 それでは、ご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。 

 「国語」につきましては、委員のお考えを聞かせていただきますと、光村図書出版株式

会社の教科書が最適であるとのご意見が多いように思いましたので、この教科書を採択し

たいと思いますが、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「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」についての審議に入ります。靍原課長より、答申の

「書写」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「書写」についてご説明いたします。 

はじめに、『新しい書写』（東京書籍株式会社）につきましては、「取扱内容・内容の

程度については、行書に調和する仮名の取り扱いが１年次に紹介されており、２・３年用

につなげられている。２・３年用では行書の部首だけを取り上げて解説されている。 

学習指導要領に目標として掲げられている仮名の調和や「読みやすく速く」書くことを

意識して取り扱っている。行書の内容が丁寧に説明されており、内容の程度も発達段階に

適したものになっている。 

人権等の取り扱いについては、「用具・用紙のできるまで」の項目では、筆の作り方や

墨、硯の作り方が写真などを使ってわかりやすく取り上げられており、人権学習として取

り組むことも可能である。 

組織・配列・分量については、これから学ぶことの一覧が掲載されており、目標設定を

して学習に臨めるように工夫されている。 

また、毛筆と硬筆のバランスがとれており、一定期間の見通しを立てて進めやすいよう

に配慮されている。 

年間の目標や職場体験の依頼状やお礼状の書き方などの項目があるため、総合的な学習

の時間と連動しやすい。 
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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、基本点画の筆使いが、始筆と

送筆、終筆が擬音語を用いて説明されており、とてもわかりやすい。 

また、具体的にどのように力を加えると基本点画が美しく仕上がるかということが理解

しやすいようになっている。 

古典とのつながりや書道の道具に関することまで幅広く扱われており、興味を引く工夫

がなされている。 

さらに、書写の時間で学んだ内容を、次にどう生かすことができるのかというヒントが

明記されており、学習意欲をかきたて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、３年間の学習の最後に、電子メールなどが扱われ

ている。また、「新聞づくり」など、表現力の育成に配慮したページも多く、多様な授業

形態が可能である。 

発展的な学習内容については、「生活に広げよう」の中で、行書の基礎的な書き方にと

どまらず、その知識を発展的にどう生かすかという視点で内容が扱われている。（のし袋

や往復はがきなどが題材として扱われている）。 

また、グループ学習や体験的活動にも適しており、工夫がなされている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『中学校書写』（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、各学年の目標に沿って内容が厳選されている。文字の大きさ、配置から行

書の基礎、行書の仮名の調和まで、発達段階に応じた内容が取り扱われている。 

１年生の教科書には、筆使いがわかりやすいように薄墨を使っている。 

また、バランスよく字を書くポイント（漢字と仮名のバランスなど）が毎回わかりやす

くまとめられている。 

人権等の取り扱いについては、筆や墨の作り方のところで、にかわや動物の毛のことが

触れられており、人権学習として取り組むことも可能である。 

組織・配列・分量については、学習指導要領が目標として定めている文字の配列と大き

さ、行書の基礎などが系統的に配列されている。見開き１ページで１つの項目となってお

り、学習の見通しが立てやすく、２、３年の教科書のはじめに、１年の復習コーナーがあ

る。 

また、字の手本や例が多く載っているため、同じテーマの中で題材を選んで取り組ませ

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、それぞれの単元ページに「ポ

イント」や「注意すべきこと」がまとめられており、生徒が理解しやすいように工夫され

ている。 

字形を整えるため、字を書くときの注意点がわかりやすくまとめられているので、教科

書を見るだけで美しい文字を書くためのポイントがわかるようになっている。 

世界遺産や消しゴムはんこの作り方、また、象形文字などを紹介し、生徒たちの興味を

ひくように工夫している。 

それぞれの教科における今日的な課題の取り扱いについては、「発展」の中で生徒が主

体的に取り組めるように配慮されている。 
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発展的な学習内容については、「生活に生かそう」や「古典とのつながり」を取り扱っ

ており、学習指導要領で求められている「我が国の文化や伝統に対する関心を高める」こ

とや「社会生活で役に立つ能力の育成」ということにしっかりと配慮がなされている。 

また、「自分の言葉で書こう」という項目があり、心に残った名言や俳句や短歌などを

色紙に仕上げる手本が載っている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『中学校書写』（学校図書株式会社）については、「取扱内容・内容の程度につ

いては、毛筆と硬筆がほぼ同じ割合で取り上げられ、毛筆の取り組みが普段書く文字に生

かせるようになっている。 

また、基本の筆使いについて、楷書・行書とも朱を使って筆の動きの説明があり、わか

りやすくなっている。 

人権等の取り扱いについては、差別や偏見を生み出すと考えられるような表現はなく、

ふさわしい内容となっている。 

組織・配列・分量については、単元ごとにポイントがしぼって書かれており、学習課題

が明確に示され、３年間の内容を１冊にまとめることで、学習の見通しが立てやすくなっ

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、手紙やはがき、壁新聞などか

ら、学んだ知識を、他の教科や学校行事等において、場面に応じた書き方として活用でき

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、原稿用紙やノート、記録用紙などの書き方が取り

上げられており、書写が日常の学習につなげられるようになっている。 

発展的な内容の取り扱いについては、「自分の印を作ろう」で、作品に広がりをもたせ

ることができるよう配慮されている。また、他教科と連動して取り組むことも可能である。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、漢字の変遷もわかりやすく写真を使って説明されている。 

また、教科書の文学教材を書写の教科書に書き込み式で取り扱われている。 

硬筆、毛筆だけでなく、案内状の書き方やはがき作品、色紙作品なども触れられており、

基本から応用まで様々な課題に取り組むことができる。 

人権等の取り扱いについては、さまざまな年齢層の人が文字を使う様子や、日本だけで

なく世界の文字も掲載されており、人権教育に発展させることも可能である。 

組織・配列・分量については、毛筆よりも硬筆に重点が置かれており、硬筆→毛筆→身

近な硬筆という流れで学習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、硬筆の学習ではワークシートと

して書き込める形式になっており、書く項目の振り返り等も書き込め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、賞状の書き方を取り上げながら、日常的により身

近に文字を使う例なども取り扱われており、学んだ書写をどのように生かしていくのかも

わかりやすい。 
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発展的な学習内容については、日常生活に生かせる実用的な題材がたくさん取り上げら

れており、書写の苦手な生徒も興味を持つような内容になっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、学習指導要領に基づき、行書と仮名の調和に関することや、目的や必要に応じ

て書くことなどが適切に扱われている。 

また、書写において楷書の最も基本である、横画や右払い、左払い、折れなどを一つ一

つ取り扱っており、基本を身につけやすい内容となっている。文字全体のバランスだけで

なく、とめ、はね、はらいなどの基本の一つ一つを丁寧に取り組んでいく内容になってい

る。また、基本点画の種類を具体的に提示し、筆圧のかけ方がわかりやすくなっている。 

人権等の取り扱いについては、筆や墨の作り方が産地も含めて紹介されており、にかわ

や動物の毛について触れられていることから、人権学習として取り組むことも可能である。 

また、表現に十分な配慮がなされており、生徒の人格形成を図る上においても適切である。 

組織・配列・分量については、「目標」「考えよう」「生かそう」「振り返ろう」と各

単元における学習課題が明確に示されている。硬筆よりも毛筆の比重が大きくなっている。 

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、手紙やはがき、ポスターなど、

学んだ知識を生活の中で生かせるように意識している。 

また、参考資料や手本に、古典文化や俳句を積極的に取り入れ、我が国の文化と伝統に

関心を持ち、それを尊重するという視点に立っている。 

一年間の学習のまとめがお手本とともに、再掲載されており、学習の振り返りができる。

また、補助教材集を利用して、発展的な学習につなげることができる。 

今日的な課題の取り扱いについては、座学による個別の学習だけでなく、発表型の授業

が可能になるように配慮されている。 

また、いくつかの題材を提示することで、話し合いの場を設定するなど、問題解決型の

形態も可能となっている。 

発展的な学習内容については、看板やめくりの書き方がのっており、学校行事とも連動

できる。 

また、「補充教材集」として、巻末にまとめて発展的内容が扱われており、個々の生徒

の進度や興味・関心に対応できるようになっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、字形や文字の大きさ、配列、配置などに配慮されており、文字の調和も意

識されている。 

また、日頃の学習の場面や日常生活に生かせる内容が書写の観点をふまえながら数多く

取り上げられている。 

 人権等の取り扱いについては、職業体験の依頼状やお礼状、はがきの書き方などが取り

扱われており、総合的な学習の時間と連携しやすい。 

組織・配列・分量については、３年間を１冊にまとめることで、学習の見通しが立てや
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すくなっている。毛筆での学習が硬筆につなが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、同一の題材を楷書と行書で示

すことで、書体の細かな部分を視覚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、暑中見舞いや絵手紙の書き方、友達のいいところ

を書写作品として取り扱うなど、コミュニケーション能力の育成や問題解決的学習、体験

学習にも対応できる。 

発展的な学習内容については、「生活に広げよう」の中で、行書の基礎的な書き方にと

どまらず、その知識を発展的にどう生かすかという視点で内容が扱われている。 

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

と思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「書写」につきまして、選定委員会の主な意見等の説明があ

りましたが、委員の皆様方、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 ３年間を１冊にしたものと、１年生と２、３年生に分冊になっているもの

がありました。答申にもそのことが若干触れられてはいますが、特に議論はありませんで

したか。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会では、書写に限らず、分冊、合本についての話も出ており

ました。その際には、合本であっても大切に扱うということや、忘れ物が減るということ

も含めてご意見がありましたが、合本だからどうだとか、分冊だからどうだということは

議論の焦点にはなりませんでした。 

 

【山本委員】 三省堂は、鉛筆の持ち方が大変詳しいと思いました。言葉の選び方も美し

く、等間隔で書くことや座りの美しさを表現するなど、内容はよく工夫されていたと思い

ます。 

 光村図書出版につきましても、楷書と行書を同時に学習するという意図は大変明確にな

っています。これからは、楷書だけでなく行書も実践で行ったほうがいいと思いますので、

書き方を習う点ではいいと思います。 

 どの教科書でも封筒やエアメールの書き方などもあり、全体的に生活の中で活かせる内

容が多くなっていました。書道だけでなく、ポスターや様々なことに反映できるような内

容になっているので、どれも甲乙つけがたいところですが、私が最も良かったと思うのは、

東京書籍の筆順が大変分かりやすいことでした。 

 ただ、教科書としては、１冊でまとめたほうが分かりやすいのではないかと思いました。

１年から２年、３年と繰り返し見ることも多いですし、１冊だと便利ではないかと思いま

した。 

 

【木下委員】 ３年間分が１冊になっていると、１年生から３年生までの見通しができる

ことや、道具の使い方や書く姿勢などの説明を二度せずに済むという利点があると思いま
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した。しかし、１冊の教科書を３年間持ち続けることは、教科書が汚れたり破れたりする

ようにも思いますので、教科書が新しくなることも悪くはないと思いました。 

 書写に関しては、基礎の毛筆を軸に、硬筆あるいは現代へどのように活用していくかと

いうことで、現代にも利用できるような内容が非常に増えてきていると思いました。その

ような視点では、東京書籍はメールにまで触れていましたので特徴があると思いました。 

 

【中原教育長】 書写では合本と分冊ということも特徴の１つになっていると思いますが、

ページ数を見ますと、１年生に対して２・３年生分は２倍になっているのではなく少し多

い程度となっており、１年生で基礎をしっかり学習し、２・３年生で発展させていくとい

う指導計画に感じました。 

 内容について、１つは、正しく整った字で早く書くことを学ばせようとする意欲がどの

教科書にもありました。その中で、楷書と行書の使い分けをかなり工夫しながら構成して

いる点では、東京書籍が比較的バランスがいいと思いました。 

 もう１つは、筆記具が非常に多様になってきており、大きいフェルトペンを使わせてい

るのが光村図書出版と東京書籍でした。チョークやクレヨンなど、多様な種類の筆記具を

使わせていこうとさせている点でも、東京書籍は特徴があると思いました。 

 筆や鉛筆、また墨の作り方に興味を持たせ、そこから文字文化に興味・関心を持たせて

いこうとしているのが教育出版や東京書籍だと思います。文字全体を子どもたちに感じさ

せ、そして書くという行為に発展させていくことからすると、どの教科書もいいですが、

トータルに考えたときに東京書籍のバランスがいいと感じました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 楷書と行書にどのぐらい重点を置くかということと、毛筆、

硬筆の捉え方についてどうかがポイントだと思います。また、合本がいいのか分冊がいい

のかということでは、本とは意味があるものだと思いますので、分冊のほうがいいと思い

ます。 

教科書の捉え方として、東京書籍の内容は非常にきめ細かく、また基礎や小学校との連

携もしっかり考えながら捉えられているということで、東京書籍がいいと思います。 

 

【百瀨委員長】 先程の国語の審議の中でありましたように、コミュニケーション能力を

育てていきたいという思いも含めて考えると、東京書籍では体験的な活動などに興味を持

って主体的に学習を深めることができるような教科書だと思いました。 

 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。 

 「書写」につきましては、東京書籍株式会社の『新しい書写』が最適であるとのご意見

が多いように思いましたが、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『新しい書写』を採択することで適当と決しました。 

 



 

－18－ 

【百瀨委員長】 次に、種目「社会」地理的分野について審議します。靍原課長より答申

の「社会」地理的分野について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「社会」の地理的分野についてご説明いたします。 

はじめに、『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、生徒の学習意欲を高める身近で具体的な事項が兼ね備えられてい

る。多くの写真を使用し、地理的事象への関心を高め、地理的考え方や見方の基礎、地域

の特色や課題が捉えら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、植民地・移民等の歴史的背景などが取り扱われている。

近畿における在日コリアン、関東における日系ブラジル人、北海道におけるアイヌの人た

ちの文化等が記されている。 

組織・配列・分量については、資料や図が盛り沢山で内容は充実している。使用されて

いる地図が大きく、一つの地図がページをまたがないよう工夫している。また、世界の気

候区だけでなく、気候名も記載されている。 

「世界のすがた・各地の人々の生活と環境」に関する記述で、語句が太字で強調されて

いてわかりやすい。 

創意工夫している点や参考資料のとりあげ方としては、各章のはじめに各国・各都道府県

の人口・面積・産業などが枠付きで掲載されており、学習に役立つよう工夫されている。

「地域の調査」ページでは、調査の手順に従い、調べ学習が進められるよう配慮されている。 

また、「地理スキルアップ」や「地理にアクセス」など、興味や関心を持たせるととも

に、発展的な学習につながるコーナーを設けている。 

今日的な課題の取り扱いについては、「地理ズームイン」のページにおいて、今日的課

題を理解する内容が掲載され、「地理スキルアップ」のコーナーで、資料の読み取りやグ

ラフの見方など社会科としての技能の向上が図れるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、学習をより深める「スキルアップ」のページや「深めよ

う」「自由研究」の欄があり、「地理にアクセス」のコーナーでは、子どもたちが深く考

察できるような資料を掲載している。 

調査員から、最も適切であると報告を受けたが、選定委員会では、以上の点や本市教育

の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、日本文教出版株式会社『中学社会 地理

的分野』と同様、より適切な教科書であると思われる。」 

次に、『中 学 社 会  地 理  地域 に学 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、図・写真・文章のバランスがよく、生徒にとって

わかりやすい構成となっている。「日本の地域構成」では、統計資料や地理情報を地図に

取り入れ、地理的事象への関心を高め、地理的考え方や見方の基礎が培われるように配慮

されている。 

 また、「世界の諸地域」では、全体図を用い、「日本の諸地域」では学習テーマを単元

冒頭に記述するなど、地域の特色や課題が理解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、「地理の窓」欄で、人種差別等の問題を提起している。

神戸・横浜中華街や大阪のコリアンタウン、北海道のアイヌの人たちの文化が、その地域

の特色と絡めて、多文化共生の視点で取り扱われている。 
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組織・配列・分量については、資料や写真も豊富で、充実した内容であり、学習を深め

る「地理の窓」などのコラムが充実し、興味・関心を持って学習に取り組めるよう構成さ

れている。統計グラフや図に「読み解こう」が明示され、生徒の読図力や思考力の育成が

図れるようになっている。 

また、アジアの次にアフリカを取り上げ、発展途上国の課題を連続して学習する構成に

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、各単元の冒頭に観点やねらい

が明示されており、学習にのぞみやすくなっている。日本を「西南部」「中央部」「東北

部」に分け、章の最初に１１枚の写真を掲載しており、地方や県による特色をはっきりさ

せてわかりやすい。 

今日的な課題の取り扱いについては、各単元終わりに「地域から世界を考えよう」「現

代日本の課題を考えよう」という、２つのコラムがあり、今日的課題である公害、山村の

荒廃、東アジアとの結びつきなどが明確に記されている。 

発展的な学習内容については、各章の終わりに「学習のまとめと表現」が掲載されてお

り、復習に役立つ。「地域から世界を考えよう」「現代日本の課題を考えよう」のコーナ

ーで発展的な学習内容が取り上げられている。 

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

と思われる。」 

次に、『社 会 科  中学 生の 地理  世 界のす がた 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、具体的で豊富な地域事例を

扱うことで、日本の風土について理解しやすい。 

写真を多用しながら地域をイメージすることや、まとめに白地図を用いること、また、

学習テーマに関連する資料をはじめに明示することで、地域的特色や課題が捉えやすい。 

また、世界地図と日本地図を活用し、世界と比較した日本、さらに日本国内の事象へと

体系的学習が進められるよう配慮している。 

人権等の取り扱いについては、世界の学習において「追求」のページで植民地支配等が

詳しく説明され、アイヌの伝統文化・群馬県大泉町の外国人労働者に関する内容が取り扱

われている。 

また、「さらに深めよう」のコーナーで環境問題や異文化理解について、興味・関心を

持って学習できるよう工夫している。 

組織・配列・分量については、写真や統計資料が多く、分量・内容とも充実しており、

やさしい内容から高度な内容へと生徒の視点に立った配列である。本文内容と資料や写真

が結びつくように番号を附し、工夫が見られる。日本地理の配列で、北海道地方から始ま

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、チェック＆トライの欄が設け

られ、自主的な学習がしやすく、キャラクターを使用して学習課題を示すことで、生徒が

学習に入りやすい導入の工夫がある。 

また、「地理のポイント」「解説」において、興味・関心を引き出す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、環境問題、地震や津波等の防災について考えるペ

ージがあり、評価できる。世界地理では、「日本の底力」のコラムを設けていて、世界と
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日本とのかかわりを取り扱っている。 

発展的な学習内容については、「さらに深めよう」のページの中で、思考力や判断力を

さらに高める工夫がなされ、各地方の最後に「よりよい社会に向けて」のコラムがあり、

発展的に学習しやすいようになっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、「取り

扱い内容・内容の程度については、生徒の視線に合わせた課題追求的な学習内容・構成で

ある。白地図を使った作業や地形図の読図も取り入れ、地理的事象への関心、地理的考え

方や見方の基礎が培われるよう配慮されている。 

また、多様な図表を活用し、学習のまとめに今日的課題を取り入れることで、その地方

の特色と各地方の共通性が理解できるよう構成している。世界地理では各州のはじめに、

日本地理では各地方のはじめに、見開きで主な国々の資料・写真や地図、それぞれの都道

府県の資料や写真がありわかりやすい。 

人権等の取り扱いについては、「地理プラスα」欄において、沖縄の領土問題や自然保

護問題等が取り上げられている。 

また、「日本のいま」のコラムで、アイヌの人たちのくらし、日本に住む外国人、大阪

のコリアンタウンが取り扱われている。宗教においては、ウズベキスタンを例に宗教的生

活の多様性が紹介されている。 

組織・配列・分量については、特に写真が多く掲載され、イメージを持って学習できる

工夫があり、世界の州や日本の地方の学習では見開き２ページを使い、導入部分で特色が

つかめるようになっている。 

また、「環境＋α」で、世界地理・日本地理ともにさまざまな話題が取り上げられてい

て、興味・関心を引き出しやすい。 

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、「世界のいま」「日本のい

ま」という現在の様子が記載されており、わかりやすい。各章のはじめに各国・各都道府

県の人口・面積・産業などが枠付きで掲載されており、学習に役立つよう工夫されている。 

世界地理では各州の最後に、日本地理では各地方の最後に「学習のまとめ」のページが

あり、「キーワード」「重要語句」が明記してある。 

今日的な課題の取り扱いについては、興味・関心を育てるための教材が配置されており、

環境問題を身近な問題として捉えられるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、登場人物アニメが適確に、課題や発展的学習のヒントを

明示してくれている。「でかけよう！施設見学」「地理ズームイン」「自由研究」では、

興味・関心を持たせるとともに、発展的な学習内容が掲載されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、東京書籍株式会社

『新しい社会 地理』と同様、より適切な教科書であると思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「社会」地理的分野について選定委員会での主な意見等の説

明がありましたが、委員の皆様方、何かご意見等をございませんか。 
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【中原教育長】 東京書籍は他社よりも２．５ｃｍ大きく、開くと５ｃｍ大きくなります。

地図も判が大きい場合は、両方机に広げると、机がいっぱいになってしまうのではないか

と思いますが、選定委員会や学校からの意見として、何かありませんでしたか。 

 

【靍原指導課長】 その件は、選定委員会でも少し話題になりました。また、私どもが学

校に行った際にも学校長から話がありましたが、数年前から机が一回り大きくなっていま

すので、大判になっても、机の上に置いて、ノートも広げることができる状況であると聞

いております。 

 また、選定委員会では、大きいことから持ち運び等についての話が出ましたが、中学生

であるので問題ないだろうということでした。地理の教科書と地図ということでは、同時

に開いて使うというよりは、机の横に用意して、その都度開き直すという形になりますの

で、大きな支障はないだろうということでした。 

 

【中原教育長】 教科書を見ていて１つ気がついたのは、見開き２ページを使って全体を

概観させたり、予測させたり、全体を見通したりして、上手く導入するようにしているの

が日本文教出版だと感じました。本時全体をイメージさせながら授業へ入っていくところ

が子どもたちにとっていいのではないかと思いました。また、「八尾」の名前が何カ所か

出ているのもいいと思いました。 

 また、日本文教出版は、調べ学習への発展が上手くできていると感じました。特に、近

畿地方を見たときに、都道府県の人口や面積、生産額などを提示することによって、近畿

地方全体を理解させてから学習するという形になっているのがいいと思います。 

 地理嫌いの子どももいると思いますが、比較的学びやすいように思えました。どの教科

書も創意工夫がされており、甲乙つけ難いですが、トータル的に日本文教出版がいいと思

いました。 

 

【山本委員】 日本文教出版は、各地方について、地図を想像しながら頭の中に入ってい

くような気がしました。地方ごとの文化の結びつきや工業などが各都道府県にまたがって

載っていて、それぞれの地域の特徴がすごく詳しく載っていると思いました。 

また、全体的に流れが分かりやすく、ただ覚えるだけではなく、今の社会情勢なども踏

まえており、すごく分かりやすいと思いました。 

 

【木下委員】 ４社とも新しい学習指導要領を踏まえ、基礎・基本と応用的な学習の両方

に力を入れていると思いました。また、現代的な課題も取り上げられており、それぞれ努

力していると思いました。 

その上で、答申で、より適切な教科書であるとされた２社について考えてみましたが、

東京書籍は、大判ですし、日本文教出版に比べて情報量も多く、子どもたちに情報を与え

るという意味では東京書籍だろうと思います。 

 一方、日本文教出版は、子どもたちが課題を解決していく方向に注力していて、情報量

よりも、課題を立てたり、調べたり、話し合ったりしやすいように工夫していると思いま

した。 
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 そういう意味では、今回の学習指導要領の改訂で、基礎・基本の知識習得もありますが、

知識の活用や探求に授業全体を振り向けていこうというときには役立つと思いました。 

 日本文教出版では、例えばそれぞれ見開きのページに学習課題が上がっていて、それぞ

れの章に学習のまとめがあり、課題があってまとめられるという形になっています。ある

いは、世界のところに日本とのつながりがあって、世界と日本との関係を捉えさせようと

していると思いました。 

 八尾の子どもの学習を考えると、地図に八尾の地名が載り、八尾があって、大阪があっ

て、関西圏のくくりもしっかりしていて、日本、世界とのつながりというように全体と部

分との関係がつかみやすいのではないかと思いました。 

 そういう意味で、現在要求されている授業をしていくには、日本文教出版がいいという

のが私の考えです。 

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾の子どもたちが教科書にアプローチしやすいかどうかと

いうことでは、東大阪や八尾の記載を見たときに、地元に根差した本であることで愛着が

湧いてくるのではないかと思います。 

 次に、例えば「でかけよう！施設見学」では、大阪近辺や近畿の見学に行くことも提案

されていますし、世界とつながる日本との関係も非常に興味深いと思いました。 

 また、環境についても太陽電池やエネルギーに関しても記載されており、地理と他の教

科との連携もとれていると思いました。 

 そういう意味では、日本文教出版が一番いいのではないかと思います。 

 

【百瀨委員長】 東京書籍で気になる点は、原子力発電所の再稼働が今、大変問題になっ

ている中で、１９５ページの文章はやや考えなければならないのではないかと思いました。 

 各委員の意見としては日本文教出版という声が多いわけですが、私としましても、特に

関西の特色、阪神間の概念がきちんと入っている点では、日本文教出版を薦めたいと思い

ます。 

 それでは、採決を行いたいと思います。「社会」地理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 地理的分野』を採択したいと思いますが、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」地理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 地理的分野』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」歴史的分野について審議します。靍原課長より、答

申の「社会」歴史的分野について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「社会」歴史的分野についてご説明いたします。 
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はじめに、『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、各時代の境目に、２つの時代にまたがる年表を設け、前後の時代

を概観し、時代の転換を意識できるよう配慮している。通史としての日本史を世界の歴史

の流れの中でとらえ、世界の中の日本という視点から幅広く取り扱っている。 

また、図版・資料も明快で、本文も簡潔で理解しやすく、明るい雰囲気で学習の動機付

けもしやすい。 

人権等の取り扱いについては、様々な人権問題について、室町・江戸・明治時代それぞ

れにアイヌの人々との関係を学習できる項目を設けるなど、歴史的な経緯も含めて生徒の

理解が深まるように記述している。 

全体的に取り扱い方としての意識も高く、広範的な人権の歴史から歩み、日本での人権

確立の活動など、生徒の人権感覚の陶冶に資する内容にも及んでいる。 

組織・配列・分量については、基本的な通史の上でも重要なポイントに、東西交流史が

分かりやすく織り込まれており、歴史の広がりを世界的にとらえられる。図版・資料・本

文とのバランスも適度であり、１時限での学習分量にも配慮が感じられる。 

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、若干横幅を広くした版で、資

料提示がその分迫力があり、大きく詳細にできている。様々な特集記事も時代区分ごとに

掲載され、生徒の気を散らさない落ち着いた構成である。 

今日的な課題の取り扱いについては、現代史の部分で、幅広く今日の世界が抱える問題

を、将来をも見据えた視点から問題提起しており、生徒の社会的意識を高める機会になる。

興味関心を抱いた生徒には自立的に学習する方法も提示されている。 

発展的な学習内容については、時代区分によってまとめられた各章の最後に、「歴史ス

キルアップ」や「深めよう」という形式で、その章で学んだ内容の発展的な学習への導き

が添えられており、学習をより深めるのに効果が期待される。単元ごとに「確認」の設問

を入れたり、各章のまとめに、学習した時代の振り返りを設けたりして、学習した知識の

定着を図っている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、内容的には適度な詳しさを持ち、情報量が多い。歴史的

事象について多面的・多角的に考察する力や適切に表現する力を育成するよう各章末に、

自分の言葉で説明し、話し合う課題を設けている。 

人権等の取り扱いについては、人権希求の歴史はもちろん、折りに触れて人権や平等を

求める活動事象や人物像を紹介し、生徒の意識向上に資するものがある。冷戦下でのアジ

アのことをより詳しく記述するなど、人権に関する今日的問題にも生徒の理解が深まるよ

うに記述している。 

組織・配列・分量については、配列に広がりがあり、分量的にも盛りだくさんな印象で

あるが、整理されており理解しやすい。 

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、地形図と歴史資料を組み合わ

せたり、地図上で歴史事項を確認したりすることで、歴史を地理的な視点と関連させるよ

う配慮している。提示されている資料、図版は比較的多いが、コンパクトかつ明確にまと
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められており、簡潔な説明文と共に分かりやすい。 

今日的な課題の取り扱いについては、冷戦後の世界的課題について、政治、経済、そし

て平和的人権的側面から、多角的に取り上げ、単に知識としてではなく、よりよい世界の

未来を築くための身近な問題として考えさせる構成になっている。 

発展的な学習内容については、「～から歴史を探ろう」「歴史の窓」では、関係する話

題の紹介や郷土、資料、人物、地域、世界のテーマから歴史を掘り下げ、個々の興味・関

心に応じた学習ができるよう工夫している。また、章末の「時代の変化に注目しよう！」

で、写真から時代を考察する課題を設定している。 

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

と思われる。」 

次に、『新中学校 歴史 日本の歴史と世界』（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、導入部は平易な印象で学習に取りかかりやすい。各

章のまとめのページは、時代の流れなど様々な区分から整理するように工夫されており、

使いやすく、本文の文字は大きめで、難解な漢字も読みやすい。 

人権等の取り扱いについては、同和問題をはじめ男女平等、在日外国人問題、平和問題

等様々な人権問題について網羅的に取り上げており、人権について系統的に学習できる。 

また、「深める歴史」やコラムで人権について詳しく記述し、生徒の理解がより深まる

ように工夫している。 

組織・配列・分量については、単元ごとのまとまりがあり、授業の一時間一時間を積み

重ねることで、自然と歴史の流れが把握できる配列になっている。また、各章ともに内容

量が豊富で深く掘り下げられている。 

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、巻頭部の小学校での知識を振

り返るページは大きく歴史をとらえることができ、巻末の「生活の歴史」に関する年表は

生活の様子がわかるイラストや資料を載せ、生徒に興味・関心をもたせる工夫をしている。 

今日的な課題の取り扱いについては、現代の社会問題について多く取り上げている。ま

た、自らの社会を自発的に考える学習機会に繋げる工夫がある。 

発展的な学習内容については、「まとめる」などの設問は知識の定着を図るのに有効で

あり、「深める歴史」において、歴史的資料を深く学ぶことで、歴史に対する興味を深め

ていく発展的内容を促すものである。 

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

と思われる。」 

次に、『社会科 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

きましては、「取扱内容・内容の程度については、日本の歴史を中心にしながらも、人類

の歴史という視点から、歴史区分ごと、または東洋・西洋を問わずバランスの良い取り扱

いがなされている。内容もそれぞれの単元について均衡的ではあるが所々に深みを感じさ

せる内容である。 

人権等の取り扱いについては、歴史を通じて人類の人権についての進歩・成長を理解さ

せる工夫がなされている。 

組織・配列・分量については、基本的には、通時的歴史表現を軸としているが、世界と

の関わりを学ばせる単元では共時的横断的配列を取り入れており、「歴史の学習」として
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のまとまりを感じさせる組織構成である。分量としても生徒の実態に適応している。 

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、わかりやすい資料、写真など

の掲載が比較的多く、それぞれに親切な解説が添付されており、全体として情報量が多い

印象である。それぞれの単元についての「基本的な発問」の項を設けるなどして授業への

導入に配慮がある。 

今日的な課題の取り扱いについては、近現代史における現代社会との関連性はもちろん

であるが、大段落ごとに、「タイムトラベルのレポート」として現代から過去を振り返る

学習機会を設けて、生徒自身の効果的な現代感覚の涵養に資する。 

発展的な学習内容については、所々に「歴史に挑戦」という項目を設定し、生徒がこれ

までに学んだことを生かした発展的な学習機会を持てる工夫がり、生徒の興味関心をより

深い歴史学習に繋げられる。 

以上の点や本市教育の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、日本文教出版株式会

社『中学社会 歴史的分野』と同様、より適切な教科書であると思われる。」 

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、「歴史のとらえ方」や各時代の「導入」の年表で小学校での

学習を手がかりにして日本の歴史の大きな流れを概観できるように工夫している。記載さ

れている情報量としては十分である。 

人権等の取り扱いについては、身分制度、部落史、女性解放、アイヌ民族や沖縄の歴史、

日朝関係史や人権問題について、歴史的な経緯も含めて生徒の理解が深まるよう記述して

いる。 

組織・配列・分量については、各章の構成について最初の４ページに時代をとらえる絵

や写真・世界地図・年表を導入として本文に入る工夫をしている。取り扱い分量も簡潔な

印象である。 

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、各章の文化の単元では、カラ

ーで折込み資料を多く入れて、建造物や当時の生活の様子などがわかりやすく表され、地

図資料「地図を読み取ろう」のコーナーで地理的な視点と歴史的な視点を組み合わせて考

え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、「とらえよう時代の転換」「とらえよう～の特

色」のページで、歴史的事象について考察、判断、自分の言葉で表現することを促す学習

活動が行えるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、「歴史を掘り下げる」や「先人に学ぶ」で幅広く豊かな

テーマを取り上げ、歴史的背景を解説し、人権・環境・平和など発展的に学習できるよう

工夫している。 

以上の点や本市教育の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、株式会社帝国書院

『社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き』と同様、より適切な教科書であると

思われる。」 

次に、『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、各章の終わりに「第１章のまとめ」などのページを作り、時代区分につ

いての問答を読むことができ、生徒が時代の大きな流れや特色を理解できるように工夫し

ている。 
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人権等の取り扱いについては、「コラム」で身分制度や平和問題を取り上げ、生徒の理

解が深まるように工夫しており、人権思想の始まりから、日本人の人権獲得までの道のり

を適度な分量で分かりやすく述べられている。 

組織・配列・分量については、各章の導入部分でその時代の出来事やものを絵や写真で

示し、各時代の特色を理解しやすいように工夫しており、明治時代以降の近現代史に重点

を置きながら配列され、現代につながる歴史的視点を育むことができる。 

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、各章の構成について、本文の

行間が広く、ページの外側の余白が十分あって見やすいレイアウトになっている。また、

章末に歴史用語を１００字程度でまとめた解説ページを設けている。 

今日的な課題の取り扱いについては、各章のまとめにおいて会話文から各時代を大観さ

せると共に、歴史的事象を比較したり討論したりすることの出来る適切な課題を設定する

工夫がみられる。 

発展的な学習内容については、各単元にコラム「もっと知りたい」「人物クローズアッ

プ」を掲載し所々にコラム欄を配して、発展的内容を取り上げるとともに、歴史上のエピ

ソードの解説を通して歴史的事象を深く考察できるよう工夫している。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『中学社会 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、日本の歴史から考える人類の通史、という内容が明確に示さ

れ、自国の歴史についてより親しみやすく学習できる。また、歴史上の人物に多く焦点を

あて、先人の足跡をたどりながら、自国の歩みについて内容を深めている。 

人権等の取り扱いについては、様々な人権問題について、第一次世界大戦後のアジアの

民族運動をより詳しく記述するなど、生徒の理解が深まるように記述している。我が国の

身分制度についても、それぞれの時代ごとにその実態や問題点が示されており、克服のた

めの努力も織り込まれている。 

組織・配列・分量については、必要十分な図版、資料が提示され、説明文によって時代

ごとの流れや様子が深められており、歴史的用語も詳しく提示されている。特に、近現代

史について比較的多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、所々に「歴史絵巻」という年

表を活用した図版を挿入し、これから学習する時代について、予習的に概要を掴ませる工

夫が見られ、参考資料についても、十分に理解の助けになる情報量がある。 

今日的な課題の取り扱いについては、近現代史について重点を置きながら、生活の場と

しての自国を中心に自国内のみならずグローバルな視点で取り扱われている。 

 発展的な学習内容については、本文、図版、資料の他に、「読み物コラム」「人物コラ

ム」として、コラム欄が多用されており、生徒の興味関心を引く歴史事象について、更に

詳しく学習できるようになっている。 

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

と思われる。」 

以上です。 
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【百瀨委員長】 ただいま「社会」歴史的分野について選定委員会での主な意見等の説明

がありましたが、委員の皆様方、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 清水書院は、真ん中に年表があって見やすいと思いました。 

育鵬社は、すごく思想的だと思いました。戦後の闇市や外国との関わりが具体的で、分

かりやすいと思いました。 

帝国書院は、流れが学習指導要領に沿っていると思いました。 

東京書籍は、各章の終わりに「振り返り」と「みんなで考えよう」という意見交換がで

きるところがあり、覚えることばかりではなく、考えながら自分のものにしていけるとこ

ろがよかったと思います。 

 日本文教出版は、それぞれの絵、図柄がとてもきれいだと思いました。東京書籍もたくさ

ん絵が載っていてすごくきれいですが、日本文教出版は、見開きから「歴史とのであい」と

いう項目があり、古代からずっと載っているところが印象的でした。また、中世の文化もき

れいな図柄が載っていて、子どもたちにはとても印象に残るのではないかと思いました。室

町幕府や江戸幕府の仕組みも、色分けして示していて分かりやすいと思いました。 

東京書籍も日本文教出版も内容的にはよく似ていますが、図や写真のきれいさで、私は

日本文教出版がいいと思いました。 

 

【中原教育長】 東京書籍や日本文教出版は学習課題を設定して、それを確かめるという

課題解決型の学習に子どもが取り組みやすい形をとっていて、いいと思いました。 

 更に、日本文教出版は、教科書の左側に今学習している時代が書いてあって、大きな歴

史の流れのなかでいつの時代なのかが分かりやすく、通史として工夫していると感じまし

たし、導入部分が工夫されているように思いました。 

 次に、大切にしたい視点として人権教育については日本文教出版のほうが丁寧に書いて

あるように感じました。女性史もまとめられていて、全体的な説明が分かりやすいと感じ

ました。 

 他の教科書も、学習していて非常に楽しい部分も多いですが、子どもたちが小学校での

既習事項の上に、更に歴史を深く学んでいくことからすると、導入部分で小学校とスムー

ズにつながっており、また人権教育が充実していることからも日本文教出版がいいと考え

ます。 

 

【木下委員】 答申で、より適切とされた３冊を中心に見ました。 

 東京書籍は、情報量が非常に多く、作品の項目数も圧倒的に多いです。学習指導要領に

拠りながらも、知識、理解にかなり重点を置いていると思いました。 

 それに比べて、帝国書院と日本文教出版は同じようなタイプです。ただ、帝国書院は、

圧倒的に統計資料が多いです。これだけ資料が多いことがよいのかどうかということでは、

少し多過ぎるように思います。 

 日本文教出版は、課題を持って学び、それを整理していくという構想の下に作っている

と感じました。また、日本文教出版は、絵よりも写真が多いです。写真を見開きで見たほ

うがよいところは、折り込みになっています。この折り込みを、煩わしいと捉えるか、大
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きくていいと捉えるかは評価が分かれると思いますが、写真を大きく載せることで子ども

の興味を引きやすいのではないかと思います。また、導入と人権の取扱いに関しては、私

も日本文教出版がいいと思いました。 

 中学校の場合は、地理的分野と歴史的分野がπ（パイ）型学習ということで、同じ課題

解決型の行程でいくのも悪くないと思いましたので、日本文教出版がいいと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育出版もおもしろいと思いましたが、分量と見やすさを考

えるとどうかと思います。 

 東京書籍に関しては、歴史的な事実をきちんと捉え、また写真を通じてより広く、深く

伝えようとしていることがよく分かります。 

しかし、学習指導要領にあるように、基礎から発展させていって応用につなげることを

考えた場合、日本文教出版の学習の活用、基礎資料に非常に興味を持ちました。また、挿

絵や写真も多く、目で見るのも考える助けになると思いました。 

 

【百瀨委員長】 私も、日本文教出版は、地理的分野と関連づけた学習を進めることがで

きるよう配慮している点と、文化財についての取り上げが他社よりも優れているように感

じました。 

 委員の皆様方のご意見等を伺いますと、日本文教出版が最適であるとの意見が多いよう

に感じております。 

 それでは、採決に移りたいと思います。「社会」の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』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、「社会」の歴史分野の教科書につ

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】 それでは、次に、種目「社会」公民分野について審議いたします。靍原

課長より、答申の「社会」公民分野について説明をお願いいたします。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「社会」公民分野についてご説明いたします。 

はじめに、『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、「わたしたちの生活と現代社会の見方や考え方」の単元をはじめ、

終章では「よりよい社会をめざして」で締めくくるなど、内容が豊富で、内容の程度も適

当なものとなっている。 

また、資料やグラフが大きくて見やすく、文章中の語句も、欄外の写真・図表もわかり

やすく、簡潔な表現となっている。 

人権等の取り扱いについては、外国人参政権、ハンセン病、死刑制度、冤罪事件、アイ
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ヌ問題、部落問題、在日韓国朝鮮人問題、バリアフリー、女性問題など、人権についての

記述、資料が豊富で、生徒にとっても考えやすいものとなっている。 

さらに、絵カード「ちがいのちがい」等を使うことによって生徒の身近なところから人

権を考えさせるようにしている。 

組織・配列・分量については、最初に現代社会の特色をおさえ、また、現代社会の見方

や考え方を学習し、憲法、民主政治、経済、国際社会について学習する配列であり、分量

も適度である。 

また、教科書の大きさがＢ５ワイド判を採用し、写真や図表などを提示し、各ページの

上半分（分量的には1/3～1/2）に大きく配置し、必要な資料を各ページの欄外に配置して

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、「公民にアクセス」では各授

業で使える学習資料が豊富であり、「トライ」で学習課題を明示し、「確認マーク」で学

習内容の確認、深化につなげている。 

また、イラストや漫画形式の資料が多く、生徒の興味関心を引いて学習につなげていこ

うという工夫がみられる。 

今日的な課題の取り扱いについては、地球環境問題、日本経済の課題、少子高齢化問題、

日本の農業政策の問題、パレスチナ問題など、数多く扱い、生徒に考えさせる形式をとっ

ている。 

また、時事的な問題だけでなく、生徒会、地域の町内会での課題を社会の問題と関連さ

せて取り上げ、生徒が身近な問題として考えられる工夫がある。 

発展的な学習内容については、「トライ」のコーナーでディベートをさせ、「えんぴつ

マーク」のコーナーで発展学習の提示をするなど、学習を深化させようという工夫が多く

見られる。 

見開き２ページ（授業１時間分）の右ページの下に「確認」のコーナーとして、その時

間で学習した内容を確認したり、さらに深めたりする内容が記載され、生徒が「学習した

内容を文章でまとめ、表現する」力を養えるように工夫されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『中学社会 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、伝統と文化の単元、安心して暮らせる社会の章などを取

り扱い、豊富な内容になっている。内容の程度についても公民学習をするのに適度なもの

になっているといえる。 

また、文章中には太文字で示された重要語句以外にも、おさえておきたい内容、または

深めたい事柄を多く盛り込んでいる。 

人権等の取り扱いについては、基本的人権についての記述も適切であり、「公民の窓」

で障がい者雇用について扱い、「読んで深く考えよう」で識字運動、学校での人権問題の

取り組みを紹介するなど様々な人権問題に関する事項が適切に扱われている。また、障が

い者を積極的に雇用している特例子会社が詳しく紹介されている。 

組織・配列・分量については、現代社会の特色に続き、伝統・文化、憲法・政治・経済

についての学習後に、安心して暮らせる社会の章を設け、それまで学習を定着、深化させ、
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最後に国際社会について考えさせる配列となっている。また、各章で著名人の言葉を取り

上げ、意識を高めた上で学習に入れるよう工夫している。 

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、「トライ」のコーナーで学習

を整理、深化させ、「公民の窓」では授業で触れる適度な資料を挿入している。家計につ

いてのページでは実際の家計簿を示し、株式市場の学習も取り入れるなど経済学習では日

常生活に即したものが多い。 

今日的な課題の取り扱いについては、福祉問題、裁判員制度等を取り上げ、企業のＣＳ

Ｒも丁寧に取り上げている。 

 各見開き２ページの右下に「公民の窓」と題して、時事問題を取り上げ、生徒の生活に

関連し、興味・関心をひくように工夫されている。 

発展的な学習内容については、株式市場についての学習のほか、「言葉で伝え合おう」

で福祉レポート作成や企業のＣＳＲについてのプレゼンテーション、監視カメラに関する

ディベートなど、発展学習につなげている。また、１時間分の内容（見開き２ページ）の

最後の欄外に「トライ！」として発展学習のすすめが掲載されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、株式会社帝国書院

『社会科 中学生の公民 よりよい社会をめざして』、日本文教出版株式会社『中学社会 

公民的分野』と同様、より適切な教科書であると思われる。 

次に、『新中学校 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、公民の学習をするのに適度な内容であり、各ページ

の左右に補足説明が挿入されており、理解しやすい。 

人権等の取り扱いについては、基本的人権についての記述も適切であり、「公民ファイ

ル」などのコラムで様々な差別事象や死刑制度について触れ、写真や図表による説明も欄

外に文章で詳しく説明されている。 

現在の人権問題に触れながら、歴史的な観点からの人権問題も含めて丁寧に説明されて

いる。 

組織・配列・分量については、現代社会の特色をおさえてから、政治、経済、国際社会

と続く配列で、生徒が段階的に社会生活についての学習がしやすいものとなっている。各

編の最初にその編に関連する人物を取り上げ、各編の内容への導入ながら、具体的な内容

に入る工夫があり、分量も適度である。 

文章中のポイントとなる語・文章については注釈番号を付け、その説明を各ページの横

の欄外に設けるなど、見やすい工夫をおこなっている。 

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、各ページの左上に各授業での

学習ポイントを提示し、風船を使ったマークにより生徒に調べたり、考えたりする道筋を

示している。また、「公民ファイル」で各授業に関しての補足、深化させる工夫を施し、

各章の終わりに発展的な内容をまとめて読み物的に掲載している。 

今日的な課題の取り扱いについては、現代社会のグローバルな諸問題、日本の少子高齢

化、死刑制度、裁判員制度、環境保全の問題など適度に取り扱い、歴史的な課題と今日的

な課題を両方提示し、読んですぐにわかるように簡潔に示している。 

発展的な学習内容については、「公民ファイル」を使い、死刑制度、総理大臣とアメリ

カ大統領のちがい、株価、起業についてなど生徒の発展的学習をしやすいよう工夫し、
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「考えてみよう」「調べてみよう」という表記で発展的な学習を薦めている。 

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

と思われる。」 

次に、『社会科 中学生の公民 よりよい社会をめざして』（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、本文の説明が丁寧で、資料も分かりや

すいものを取り上げるとともに、見出しで学習目標が掲げられ、学習の最後に「チェック

＆トライ」で確認できる構成になっていて、授業のポイントが明確で復習しやすい。 

また、生徒にとって難解な学習内容、特に「経済学習」をわかりやすい言葉と資料で説

明し、生徒の身近な話題から経済の本質を理解させようとしている。 

人権等の取り扱いについては、「ちがいのちがい」、「求人広告」「院内学級」を紹介

するなど、様々な人権問題を取り上げ、人権について考えさせるようにしている。 

また、部落差別について、ある記者が「被差別部落出身者との結婚を家族に反対された

女性からの相談を受けて感じたこと」と題した文章で紹介し、生徒の心に訴える内容を提

示している。 

組織・配列・分量については、現代社会の特色の後、現代社会の見方・考え方から続い

て、政治、経済、国際関係という配列は生徒が理解しやすいものといえる。 

見開き２ページで左上に各授業のポイントをあげ、右下の「チェック＆トライ」で整理

確認できるようにしている。 

「チェック＆トライ」では学習内容の確認と発展学習として、「書き出してみよう」

「３０字程度で説明しよう」と具体的に指示しているため、時間をかけずに確認と発展的

な学習がおこなえる、課題となっている基礎基本の知識を応用する力、表現力・文章力を

高める内容にもなっている。 

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、地理や歴史へのリンクがあり、

１・２年生の学習を振り返り、関連づけることができるようになっている。 

また、「ステップアップ」で「判決を考えてみよう」、「企業の企画書」などでは、生

徒が興味をもちながら考えることができるよう工夫している。 

今日的な課題の取り扱いについては、「持続可能な社会をめざして」というテーマを各

章に挿入し、今日的課題を考えさせた上で、最終章で深めさせる配列をとっている。「緒

方貞子さんに聞く」のコーナーでは、グローバルな活躍をしている人物への質問及び回答

ということで重みをもたせている。 

発展的な学習内容については、衆議院本会議場の写真で「なぜ空席があるのか？」「富

士山頂で売られているペットボトルの水がなぜ５００円なのか？」など、ただ単に「調べ

よう」「まとめてみよう」という発展学習ではなく、生徒にとって身近で学習内容から遠

くそれない発展学習課題を掲載している。 

調査員から、最も適切であると報告を受けたが、選定委員会では、以上の点や本市教育

の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、教育出版株式会社『中学社会 公民 とも

に生きる』、日本文教出版株式会社『中学社会 公民的分野』と同様、より適切な教科書

であると思われる。」 

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、公民学習に適した内容で全体的にまとまっている。記述も丁
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寧で図版も世の中のしくみがわかるものや学習内容がイメージしやすいものが多い。大阪

に関する資料が多く掲載されており、生徒が身近に感じることができる。 

本文以外に学習内容を深めるためのテーマ学習を「情報スキルアップ」「公民ズームイ

ン」「チャレンジ公民」等の名前で導入し、詳しく説明をおこなったり、課題の提示をお

こなったりしている。 

人権等の取り扱いについては、部落問題、アイヌ差別、ハンセン病などを適度に紹介し

ている。また、バリアフリーの社会に関しては身近な堺市をとりあげ丁寧に説明している。 

部落問題について、一般的な説明だけに終わらず、「北九州市の高校１年生が書いた

詩」を掲載し、差別を受ける側の心の叫びとも言える内容を提示し、生徒たちの心に訴え、

考えさせることをねらいとしている。 

組織・配列・分量については、現代社会の特色及び現代社会の見方・考え方から入り、

その後政治、経済、国際社会について、それぞれ学習し、最後に私たちの課題を考えさせ

ており、生徒が公民学習をするのに適した配列になっている。 

また、本書の最初のページで現代社会の課題を子どもたちに考えさせることから始まり、

子どもたちに興味・関心を持たせるように工夫している。 

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、学習課題を最初に提示し、授

業での目標をはっきりさせている。「学習課題を確かめよう」で学習内容の定着を図れる

ようにしている。 

また、写真や資料について、堺市のバリアフリーの施設の紹介や、東大阪市の中小企業

の高い技術力をとりあげるなど、他府県だけでなく大阪に関連する資料を掲載しようとし

ているところが見られる。 

今日的な課題の取り扱いについては、少子高齢化、裁判員制度その他適度に今日的課題

を挿入し、情報化社会に関しては「情報スキルアップ」で「ネット社会とつき合う方法」

と題して、その問題点、モラルなどを考えさせようとしている。現代の生徒たちに対して

必要な教育の一つであると認識している。 

発展的な学習内容については、最終章の「私たちの課題」ということで、中学３年間の

まとめとしてのレポート作成について、作成の仕方の他、具体的な課題をあげて考えさせ

ている。レポート課題の例が多く、取り組みやすくなっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、教育出版株式会社

『中学社会 公民 ともに生きる』、株式会社帝国書院『社会科 中学生の公民 よりよ

い社会をめざして』と同様、より適切な教科書であると思われる。 

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、個人と社会生活、政治、経済、国際社会について、公民学習の基本的な

項目をおさえてある。人物を多くとりあげ、公民としてのヒントを与え、歴史との関連も

もたせている。大日本帝国憲法や日本国憲法について成り立ちから丁寧に記述されており、

歴史の復習もしやすい。 

また、重要語句がゴシック体になっていて、それが索引に登録されていることなど、教

科書の使い方がわかりやすく説明されている。 

人権等の取り扱いについては、基本的人権についての説明が簡潔であり、部落差別、外

国人参政権に関して「もっと知りたい」のコーナーで取り上げている。裁判の単元では犯
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罪被害者の人権保障の動きについても触れられている。 

組織・配列・分量については、公民学習に適した配列で、各章や各授業の最初に学習の

ポイントを考えさせてから学習させていくようにしてあり、授業のまとめのポイント整理

もしている。 

憲法や平和主義の単元では様々な資料を掲載し、詳しく取り扱っている。また資料もカ

ラーが豊富で目につきやすい。 

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、「ミニ知識」や人物を随所に

とりあげ、学習の興味付けをはかり、「もっと知りたい」のコーナーで文化、年金、企業、

領土問題などをとりあげ、学習の深化をはかっている。 

今日的な課題の取り扱いについては、「もっと知りたい」のコーナーで、情報化、裁判員

制度、領土問題等を詳しくとりあげ、じっくりと考えさせるような工夫をおこなっている。 

また、多くのページで、今現在話題となっている時事問題を取り上げ、中学生も社会の

一員として社会問題を考える機会を設定している。 

発展的な学習内容については、「もっと知りたい」や「課題の追求」のコーナーで発展

的学習がしやすいようにしている。また、巻末の法令集で様々な法令を取り扱っている。 

「レポートと卒業論文をつくろう」と題して、論文の一般的形式などを紹介して、ディ

ベートの実践例について説明し、文章力や言葉での表現力の育成を提示している。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『中学社会 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、公民学習として必要な内容が掲載されており、説明も丁寧

である。歴史を「縦軸」、公民を「横軸」とし、軸の図で表すことで歴史と公民のつなが

りや自分を中心とした社会の広がりをイメージしやすくしている。 

人権等の取り扱いについては、人権にかかわる主な内容をおさえた上で、コラムで障が

い者雇用や外国人参政権を取り上げ、部落差別解消につくした西光万吉やアイヌ差別解消

につくした知里幸恵等も取り上げている。 

人権を獲得するために闘ってきた人物を掲載され、今日にいたるまでの差別の歴史につ

いても詳しく学ぶことができる。 

組織・配列・分量については、現代社会をとらえる単元では「家族と私」「地域と私」

「国と私」というまとめ方で横軸の広がりを持たせながら、公民学習として適した配列に

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、各授業での学習課題を明示し、

何を学習するかをはっきりとさせ、各章の学習のまとめは重要語句をチェック式にして定

着させる工夫がある。また、新聞の社説から今日の課題を読み取り、ディベートできる工

夫もある。 

今日的な課題の取り扱いについては、情報化社会や地球環境問題、エネルギー問題、裁

判員制度などを丁寧に説明している。高度情報社会における「影」の部分も紹介し、生徒

がネット社会の中で生きていく上での注意事項にも触れている。 

発展的な学習内容については、「やってみよう」、「考えよう」のコーナーで男女参画

社会や労働について考えさせ、社説の比較を取り上げるなど学習の発展をはかり、学習の
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最後に「国づくりを考えてみよう」ということで、レポート作成の手順を丁寧に説明して

いる。 

各章末に発展的な学習課題を「クラスで意見を交換しよう」「まとめてみよう」という

形で提示し、発展的な学習を促している。 

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

と思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま「社会」の公民分野について、選定委員会での主な意見等の説

明がありましたが、委員の皆様方、何かご意見はございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 公民の教科書に関しても、答申で、より適切とされた３社を中心に話をい

たします。 

この３社を比べると、帝国書院は人権に係るところで女性の取り上げ方が弱く、現代の

人権に関する点が弱いと思いました。一方、教育出版と日本文教出版は、人権について十

分に書かれていると思いました。 

また、今回は対立と合意の取り上げ方が新しいところかと思いました。日本文教出版は、

現代社会の捉え方や考え方ですが、教育出版は、私たちが社会をつくるために、意見対立

と合意、そしてルールを作って共存していくというコンセプトがよく見えました。 

 それから、公民は社会科のまとめとして中学３年生で学習しますが、最後のまとめとな

るレポートづくりをどうするかという点も１つの観点と思いました。 

 その意味では、教育出版、日本文教出版も含めて全部そうなのですが、課題を立ててレ

ポートを作成し、意見表明していくように作られていますが、テーマの立て方あるいは課

題の作り方の説明がポイントになると思います。 

 教育出版は、「持続可能な未来へ」として「未来へのわたしの約束」というテーマを上

げて、当事者性を出しています。それに比べて、日本文教出版は、私たちの課題とこれか

らの社会をどのような社会にしたいかということで、社会的な課題という捉え方をしてい

ます。 

そういう意味では、教育出版は「わたしの」という言葉が出てくるので、子どもたちと

社会の関わり、持続可能な未来へというコンセプトが出ていると思いました。 

 現在、中学生にとって特に必要なことは、現代を生きている様々な人との対話だと思い

ますので、教育出版がいいと考えております。 

 

【中原教育長】 たくさんの教科書を見る中で、教育出版は配列がよく、目の疲れが少な

いように感じました。また、文字と図版のバランスも比較的いいと思いました。 

教科書のタイトルに「ともに生きる」という言葉も入っており、八尾市の教育重点目標

にも示していることと同様であり、加えて、今後どのようにして持続可能な社会を作って

いくのかが課題になっていると感じました。 

 更に、市議会でも法教育が課題の一つとなっており、この点は各社とも掲載されていま

すが、教育出版では少年法の持つ意味が１１８ページに載せられています。法教育に係っ
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ては、権利、義務、責任を子どもたちに教えていくために、教育出版は裁判員制度や少年

法をしっかり書いており、ルールについても的確に書かれている感じがします。 

 また、教科書の最初のところでは「つきあいの距離」という内容があり、友達関係に悩

む時期など、子どもの発達段階に合わせてタイミングよくいろんなものを提供している感

じがしました。 

 課題学習も「トライ」を付けて、次の発展学習も考えられていますので、教育出版がま

とまりがいいと感じました。 

 

【山本委員】 教育出版は「トライ」と「ポイント」というところで、よく確認ができる

のではないかと思いました。 

 また、中学生がハンセン病問題の創作劇を発表している記載があり、中学生の活動内容

が多く載っていますので、同世代の中学生が活動していると、子どもたちも身近に捉える

ことができると思いました。 

 人権では、色々な差別問題がありますが、最後のところでは「まとめ」から見ていくと、

色彩も含めてとても分かりやすいと思いました。 

 これらの点で、教育出版の教科書が分かりやすく、子どもたちにも身近に感じてもらえ

ると思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 教育出版は、地理や歴史と同様に、中開きの表紙に点字が打

ってあります。点字を身近に感じさせるためにさりげなく入っているところがいいと思い

ました。また、「公民の窓」というコラムが非常によく、大切であると思いました。 

「読んで深く考えよう」というところでは、基礎から発展させながら、自主性も踏まえ

て上手く導いてくれると思います。 

東京書籍にも参考法令集と用語集がありますが、学習資料編としていろんなものを巻末

にまとめてある教育出版社がいいと思います。 

 最後に、日本の平和主義についても冷静に伝えていると感じましたので、答申でより適

切とされた３社の中では、教育出版社がいいと思います。 

 

【百瀨委員長】 意見も出尽くしたように思いますので、採決に移りたいと思います。 

 「社会」の公民分野につきましては、教育出版株式会社の『中学社会 公民 ともに生

きる』が最適であるというご意見が多いと判断いたしました。この教科書を採択にするこ

とについて、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」の公民分野の教科用図書

につきましては、教育出版株式会社の『中学社会 公民 ともに生きる』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。靍原課長より、答申の
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「地図」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「地図」についてご説明いたします。 

はじめに、『新しい社会科地図』（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、自然・人口・産業・生活文化・歴史など、多様な要素とその関連

を読み取れるものとなっている。また、地域ごとに基本の資料があり、生徒が何を読み取

り、どう考えたらよいかがわかりやすいように工夫されている。 

「クローズアップ」で日本の諸地域の特色を７つの視点から考察できるよう構成されて

おり、適確に捉えられるようになっている。 

世界各国と日本との貿易額を示す欄があり、ほとんどの国と経済的な関わりのあること

が理解できる。 

人権等の取り扱いについては、民族・言語・宗教・１人当たりの国民総所得の比較など

の図が掲載され、異文化の生活が理解できるように構成されている。また、日本の人口問

題の一つに、在日外国人の増加が挙げられている。 

組織・配列・分量については、資料や図が多数掲載され、生徒が興味関心を持って学習

できるよう工夫されている。 

「基本の資料」と、統計資料や資料図を使って詳しく学習できる構成になっており、

「チャレンジ」「読図の一歩」「注目したい記号」では、考える視点や説明、調べ学習の

ヒント等が掲載されており、自学学習に役立つよう工夫されている。また、地図や資料の

横に関連する図のページが示され、調べ学習に配慮されている。 

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、日本の各地方の「なぜ～」と

して、名前の由来が記載されており、興味・関心を持たせるよう工夫されている。 

また、世界地図では、地球儀に絵の中にその地図の範囲を示し、地球上の位置関係につ

いて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、環境問題と保全についての視点が随所に取り上げ

られている。また、統計や資料で、貿易などを通じて、日本と世界がつながっていること

をあらわすものが数多く使用されている。 

発展的な学習内容については、「チャレンジ」欄があり、資料図の着眼点が明記され、

学習を深められるようになっている。 

身近な調査において、他地域との事例と比較し、学習が進められるよう配慮されている。

また、巻末に「くわしい・補う」資料として、発展的な内容をまとめている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、自然・人口・産業・生活文化・歴史・環境など、多様な要素とその関

連を読み取れるものとなっている。また、地域ごとに基本図と拡大図に続き、資料図が自

然・産業・生活・文化等に配置され、その地域の特色が理解できるよう構成されている。 

赤字で日本図が各外国地図に描かれ、位置関係や大きさ（面積）等を異なる視点から見

ることで、多面的・多角的な見方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、「世界の生活・文化」で、写真・図表・グラフなどを使
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って、住居・衣装・食事・言語・宗教が取り上げられ、異文化・生活を理解し、尊重する

態度が身につくよう配慮されている。 

組織・配列・分量については、図・写真や資料が豊富で、生徒の興味・関心が引き出さ

れるようになっている。 

 日本の各地方の最初に「ながめてみよう」として、全体を把握しやすいようにおり、

「地図を見る目」で、地図を見るときの視点や活用方法が記されている。 

 基本図には、地図の隅に地域全体の小さな地図を附し、現在扱っている範囲を赤く明示

することで、地域全体においてどの位置であるかを意識付けできるようにしてある。 

 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、言語や宗教について、地域ご

とに詳しく取り上げ、わかりやすいように工夫してある。資料内にその地域に生息する動

物が描かれ、理科との関連付けもできる。 

「やってみよう」で、作業的・体験的学習の例を示し、興味・関心を持って自主学習を

進め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、「世界の環境問題」「世界の生活・文化」におい

ては多くの写真を掲載し、詳しく取り上げている。 

アジア大陸の側から日本列島をながめる地図が掲載されており、日本海を挟んで交流が

あったこと、現在から将来に向けてアジアとの関係が重要であることがよくわかるように

なっている。 

発展的な学習内容については、各地域の地図上に「やってみよう」や「手がかり」欄が

あり、学習が深められるようになっている。 

また、最後に世界と日本の結びつきに関する資料図を掲載し、説明・論述する力を身に

付ける内容となっている。 

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

あると思われる。」 

以上です。 

 

【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ご意見等の説明

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。 

 

【中原教育長】 判の大きさの違いについては、選定委員会で議論がありましたか。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会では、地図の大きさに関する議論はありませんでした。 

 

【安藤委員長職務代理者】 地図は、我が家では今でも残しています。だから、将来も使

えるものとして考えることが大事かと思います。 

 東京書籍の場合は後半が解説になっているので、授業のときに他の教科書との連携を考

えると、皆がそこまで見られるかどうか不安に思いまいした。 

 楽しみとして読む場合はいいのですが、授業の中で他の教科書と並列させると、帝国書

院がいいと思いました。 
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【山本委員】 東京書籍は、資料や統計が多くて詳しいのですが、やや細かいと思いまし

た。また、文字も少し見にくいと思いました。 

一方、帝国書院は、課題や取組みを載せているだけでなく、地図から一部抜粋して、小

豆やトウモロコシなど各地域で栽培している農作物も紹介しているので、地図として見や

すいと思いました。 

 

【木下委員】 通常、地図帳は教科書と併用するので、地図帳はやはり地図中心がいいと

思います。地図の枚数から考えると、帝国書院が多いと思います。 

また、地図は大きいものが見やすいと思います。カラーは随分違うのですが、帝国書院

は色合いが見やすいと思いました。 

このように考えると、答申で最も適切とされているものがいいと思いました。 

 

【中原教育長】 抽象的ですが、「地図らしい地図」ということが大切だと思います。デ

ータ自体は年を追うごとに古くなり、大きな意味を持たなくなってしまいます。 

更に、長く本棚に置いておくという視点からすると、木下委員と同様で地図としての要

素が多く入っているものがいいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 私も各委員の皆様方と同じ思いですので、採決に移りたいと思います。 

 「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』が最適であるとの意

見が多いと思いますが、この教科書を採択することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【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『中学校社会科地図』を採択することが適当と決しました。 

 議事の都合により、暫時休憩といたします。再開は１時１５分からといたします。 

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 引き続き、議事を進めます。 

それでは、次に種目「数学」について審議いたしたいと思います。靍原課長より答申の

「数学」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 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・内容の

程度については、説明内容や問題の解き方も見やすく、簡潔にまとめている。また、例の

模範解答では、計算などの数学的な表現や処理の仕方が分かりやすく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、ペットボトルのキャップ収集や点字の読み方、地球温暖

化の問題など、環境教育や福祉教育につながる素材が取り上げられている。 
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組織・配列・分量については、１年のおうぎ形の扱いが、定義づけなどを「平面図形」

で、弧の長さや面積等を「空間図形」で扱っている。３年の素因数分解について、「平方

根」の第２節で取り扱っている。３年の図形では、「相似な図形」「三平方の定理」

「円」の順になっている。 

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、文章問題の段落分けを工夫し、

式を作りやすい文章構成にしている。各章の導入部が、生徒の身近な生活場面を生かした

内容で編集されている。間違いやすい例については、よりていねいに解説している。 

今日的な課題の取り扱いについては、例の次にたしかめを設けて基本的な理解を確認し

た後、問題演習に取り組めるようにしており、基礎基本の定着を図っている。「やってみ

よう」では、学習内容を深め広げたり、自分の考えを説明したり、数学や身近な事柄に活

用する内容になっている。「もっと練習」では、やや難しい補充問題に取り組むことがで

きるだけでなく、答えがそのページの脚注にあり、自学自習力の向上を図っている。 

発展的な学習内容については、節末や章末にある「数学のまど」では、学習内容に関連

した発展的な問題や興味ある話題を取り上げている。巻末には、学習内容を身近な生活場

面や数学に活用する内容の「課題編」と、基礎基本の定着を図ったり、学習内容を深め発

展させたりする内容の「問題編」を設けている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、穴埋め形式の例題や練習問題の中に自分の気づいたことを書き込むメモ覧

があるなど工夫されている。練習問題量が豊富である。 

人権等の取り扱いについては、地球温暖化などの環境教育につながる素材が取り上げられ

ている。文字の大きさを学年ごとに変え、各学年の段差を少なくするよう配慮されている。 

組織・配列・分量については、１年のおうぎ形について「空間の図形」で扱っている。

２年の連立方程式の解法について代入法、加減法の順になっている。 

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、写真やイラスト等も多く、カ

ラフルである。章末ごとに練習問題の解答を載せている。章末の「社会にリンク」や巻末

の「マスフル数学がいっぱい」では、学習内容に関連した身近な話題を取り上げている。 

今日的な課題の取り扱いについては、章のはじめの導入部が１ページで、すべて写真と

簡単な問いかけの形になっており、生徒自らが学習内容について考えを深められる。「深

めよう」「表現しよう」「考えてみよう」では、表現力の育成や問題解決的学習に対応し

ている。「マスフル数学がいっぱい」の中で、レポート例を紹介し、表現力の育成を図る

工夫がされている。 

発展的な学習内容については、巻末の「挑戦しよう」では、理解度に応じた問題や発展

的な学習内容を取り上げている。さらに、「もっと数学！」では、学習したことに関連づ

けて、学習指導要領の範囲を超えた内容や高校につながる内容にふれている。」 

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、語句の説明や基本的な計算問題の解き方について、計算の手順を示し、解説

が添えられており、生徒の理解を助けるよう工夫されている。 

人権等の取り扱いについては、アルミ缶のリサイクルから車いすを購入し施設へ寄贈す
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ることや点字のしくみなど福祉教育、地球温暖化と水不足の問題を取り上げた環境教育、

国際理解教育につながる素材などを取り上げている。 

組織・配列・分量については、１年では、「１次方程式」のはじめに等式と不等式をま

とめて扱っている。１年のおうぎ形の扱いが、定義づけ等は「平面図形」で、弧の長さや

面積等は「空間図形」で扱っている。文字の大きさやページの構成等コンパクトにまとめ

てあり見やすいが、分量がやや多い。 

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、「クローズアップ」では、学

習内容に関連した話題や問題を取り上げ、生徒が興味関心を持てるよう工夫されている。

模範的な説明の仕方を例示したり、話し合いの内容を提示したりして、他者とのコミュニ

ケーションを学べ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、巻末の「課題学習・自由研究」では、探究的な学

習内容を取り上げている。「～について説明しなさい」「～の理由を説明しなさい」など

の問題が取り入れられており、表現力を高める工夫がされている。 

発展的な学習内容については、章末の「深めよう」「活用しよう」では発展的な学習を

扱っている。「さらなる数学へ！」では、学習したことに関連づけて、高校へつながる学

習内容についてふれている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、重要事項の説明には、カラー刷りで囲みがされており、レイアウトを工夫して

いる。巻末の索引には、数学の用語を英語で紹介してある。 

人権等の取り扱いについては、ペットボトルのリサイクルや点字の読み方などの環境教

育や福祉教育につながる素材が取り上げられている。 

組織・配列・分量については、章のはじめの導入に続いて、学習に必要な振り返りのペ

ージと「Let’s Try」のページを使ってよりていねいな導入を行っている。 

文字がやや小さく、ページ全体が込み入った感じであるが、章末には「学習のまとめ」

があり、学習内容を振り返ることができる。全学年ともに分量が多めであり、とりわけ１

年の分量が多い傾向にある。 

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、「気をつけよう」では、間違

いやすい学習内容を適切に解説している。章末問題がＡ，Ｂのように分けられていないの

で取り扱いやすく、例題などに問題のねらいが明記してある。 

今日的な課題の取り扱いについては、「学習の広場」では、学習内容を深める話題や問題

を取り上げ、「数学ミニ事典」では、学習内容を広げる話題を取り上げている。巻末の「自

由研究」では、身近にあることを課題にして学習内容を活用できるよう配慮されている。 

発展的な学習内容については、「チャレンジコーナー」で、学習内容に関連した発展的

な問題を取り上げ、「ジャンプ」では、興味関心に応じてさらに発展的な課題に挑戦でき

るよう構成されている。」 

次に、『未来へひろがる数学』（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、巻頭で教科書の使い方について、ていねいに示されている。

数直線や図などを用いて数の概念や計算方法を説明し、基本的な計算方法の理解を助ける
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よう工夫されている。 

人権等の取り扱いについては、イスラム教の礼拝やアフリカの井戸など、外国の文化や

状況を紹介するなど国際理解教育につながる素材が取り上げられている。 

組織・配列・分量については、語句や学習内容の説明等が簡潔に示されている。例題や

重要な説明文にはカラー刷りで囲いがされており、とても見やすく編集されている。 

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、文章問題の段落分けを工夫し、

式を作りやすい文章構成にしている。「数学展望台」では、学習内容に関連した話題や問

題を取り扱い、巻末の「くり返し練習」では、基礎基本の定着に応じた問題を扱っている。 

今日的な課題の取り扱いについては、章の導入部で、多様な解決方法がある問題を取り

上げ、みんなで話し合うことを促すなど、説明し、伝え合う活動が設けられている。 

また、「ひろげよう」では予想を立て、新しい性質や考え方に気づかせ、学習内容を深

め広げるよう構成されている。 

「みんなで話しあってみよう」「自分のことばで伝えよう」「自分の考えをまとめよ

う」のコーナーが設けてあり、コミュニケーション能力や表現力、思考力の育成等に配慮

されている。 

発展的な学習内容については、巻末の「数学広場」で身近な生活と関連づけた問題や発

展的な課題をまとめて扱っており、生徒の興味関心に応じて学習できるよう配慮するとと

もに、学習指導要領の範囲を超えた内容や高校につながる内容にもふれている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、説明等はコンパクトにまとめられており、重要語句等が赤い文字で示されて

いる。巻頭の「まとめてふりかえろう」では、前学年の学習内容が簡潔にまとめられてお

り、既習事項の学び直しができるようになっている。 

人権等の取り扱いについては、地球温暖化や清掃活動、スロープの傾斜、古代ギリシャ時

代の図形の研究など環境教育や福祉教育、国際理解教育につながる素材を取り上げている。 

組織・配列・分量については、本編とチャレンジ編を別扱いにしてあり、チャレンジ編

では練習問題が基礎・標準・応用の３段階で構成され、組織・配列ともによくまとめられ

ており、分量は少なめである。 

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、章のはじめの導入部では、学

習内容に沿った課題を取り上げており、興味関心を持たせやすい重要事項は枠で囲んだり、

下線を引いたり、図やグラフは大きくして書き込みやすくしたりするなど工夫されている。 

今日的な課題の取り扱いについては「調べよう」「試してみよう」「見つけよう」では、

学習内容に関連して数学の良さを感じたり、身近にある数学の事柄に気づかせたりしてい

る。課題解決の過程を重視し、自分の考えを説明したり、伝えあったりして授業の中で言

語活動の充実が図れるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、巻末の「数学の音」では、学習内容を広げる話題や発展的

な問題を取り上げており、生徒の興味関心に応じて取り組めるよう配慮されている。また

「発展」では、学習指導要領の範囲を超える内容や高校で学習する内容にもふれている。」 

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
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度については、学習内容が簡潔な表現でまとめられている。基本的な概念や法則などにつ

いて、数直線や時計、図を提示して分かりやすく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、地球温暖化や清掃活動でアルミ缶の回収など環境教育に

つながる素材を取り上げている。 

組織・配列・分量については、１年のおうぎ形の扱いが、定義づけ等は「平面図形」で、

弧の長さや面積等は「空間図形」で扱っている。３年の図形では、「図形の相似」の後、

三平方の定理と円に関する性質をまとめて「図形の定理とその活用」として扱っている。

分量は２、３年に比べて１年がやや多い。 

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、「やってみよう」では、学習

内容を活用してさらに考えを深めたり、調べたりする課題を取り上げている。「数学のた

んけん」では、学習内容に関連した話題を取り上げ、興味や関心を広げている。指示マー

ク（トライ、確認、例、問など）に工夫を凝らし、関心をひいている。 

今日的な課題の取り扱いについては、巻末の「数学研究室」で数学の考え方を広げたり、

興味を深めたりする課題が取り上げられている。「トライ」「やってみよう」「Ｍａｔｈ

マス活動！」では、考えたり、予想したりなどといった課題解決の過程を重視し、自分の

考えを説明したり、伝えあったりして言語活動の充実が図られるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、「Ｍａｔｈマス活動！」「数学研究室」等では、バラン

ス良く発展的な学習課題を提示している。さらに「数学研究室」の「発展」では、学習指

導要領の範囲を超える内容や高校につながる内容にもふれている。」 

以上です。 

 

【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ご

ざいましたが、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】 まず、全ての教科書で共通して、数学の教科書は、基礎・基本をきちんと

教えるところと、日常生活への応用、あるいは数学的な興味を引くための数的なおもしろ

さの分配に工夫がなされていると思いました。 

その上で、答申によりますと、学校図書がより適切な教科書、新興出版社啓林館が最も

適切な教科書とされていましたので、比較して考えてみました。 

 学校図書と新興出版社啓林館の最初のところを見てみると、「教科書の使い方」という

説明に、構成の特徴がよく出ていると思いました。 

 新興出版社啓林館の学習の進め方は、話し合うとき、発表するとき、発表を聞くとき、

まとめるときに教科書マークが入っており、友だちと協力しながら問題解決の道筋を検討

していこうという工夫がなされていて、新学習指導要領の方向に向けた工夫がなされてい

ると思いました。 

このようなところから、新興出版社啓林館が最も適切な教科書とされていることは妥当

と考えました。 

 

【中原教育長】 私自身は、教科書への書き込みは非常に抵抗がありますが、各社とも教科

書の中でノートの役割もしながら、解き方を書き込むことで確認させていると思いました。 
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本市の子どもたちは、数学・算数は全国レベルに近い力を持っていますが、応用力が少

し不足しているところもあるので、発展への道筋が重要になってくると思います。各社の

教科書を見ましたが、新興出版社啓林館や学校図書は、その点を上手く載せていると感じ

ました。 

 次に、ページ数ですが、全体で９００ページ近いものと、７２２ページと少ないものがあ

りましたが、その中で、新興出版社啓林館は７７４ページで無理のない量かと思いました。 

 また、中学校と小学校の段差が大きいと、しんどくなって興味が湧かなくなり、数学嫌

いにつながることにもなります。従って、段差をできるだけ小さくするために、ページを

抑えながら、１年生では算数から数学への脱皮を図るような章を設けており、そこで分か

りやすく勉強できるようになっているもの、また、更に発展させるために、中学校の数学

だけでなく、高等学校へのつなぎとして、広がりを持たせているということから新興出版

社啓林館がいいと思います。 

 また、コンピューターの関係はどの教科書も記述し、学習させるようになっています。

本市では電子黒板を導入していますので、数学でも活用してほしいと思っていますが、新

興出版社啓林館でも、デジタルテレビや電子黒板に対応しておりいいと思いました。また、

身近な生活にある数学をもとに、多様な考え方を引き出すという意図が感じられました。 

 

【山本委員】 新興出版社啓林館は、まずノートの工夫について載せていますが、中学生

になると算数から数学に変わるので、そのときにノートのとり方について載っていると参

考になると思いました。 

内容では、数学は予習も大事ですが、復習で何回も問題を解くことが大事だと思います

ので、繰り返しの練習を重んじている点がいいと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 算数から数学に自然に導かれるものとして見ていくと、新興

出版社啓林館は、小学校の延長部分を考えて取り上げていると思いました。例えば、１年

生では特に基礎力を身につけるようになっており、発展の部分もクローズアップされてい

ます。そういう意味では、より適している教科書と思います。 

特に、「数学広場」で基礎から発展まで学び、困っても自主的に力をつけていけるよう

な配慮が含まれていると思いました。 

また、「数学広場」以外にも、皆で話し合いながら自分で考え、言葉で伝えるようなと

ころも上手く含めながら、１つの教科書になっていると思いました。 

更に、おもしろいところとしては、「数学展望台」で数学の見方がより身近に思える部

分もあり、これも基礎から発展につながるのではないかと思いました。 

従って、基礎から発展までの３年間の歩みを考えた場合、新興出版社啓林館が最も適切

と思いました。 

 

【百瀨委員長】 それでは、委員の意見の中で一定の方向が出たようですので、採決に移

りたいと思います。 

 「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』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異議ございませんか。 



 

－44－ 

【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、「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』を採択することが適当と決し

ました。 

 

【百瀨委員長】 本日の臨時教育委員会はこの教科の採択をもって終了させていただきた

いと思います。 

 なお、明日も引き続き、採択に関する審議を、午前９時３０分よりこの場所で行います。 

 それでは、本日はこれで終了いたします。 

 

（第２日目） 

 

【百瀨委員長】 それでは、昨日に引き続き審議を行います。 

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

います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「理科」についてご説明いたします。 

はじめに、『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、図や写真が非常にわかりやすく、視覚的に内容がとらえやすい。単元と

関連する既習事項のまとめや復習する内容「思い出そう」が記載され、これまで学習した

ことを各自でも復習しやすくなっている。 

人権等の取り扱いについては、「科学と環境」というコラムで、身の回りの科学や環境

問題についてわかりやすく説明している。 

また、観察・実験で想定できる危険な行為について、四角囲みと色を変えることで注意

し、「基礎操作」で器具の使い方で、「理科室でのきまりと応急処置」で応急処置の仕方

を、わかりやすく説明している。 

組織・配列・分量については、各単元が分野別でなく学習順に配列されている。単元の

はじめに、「この単元で学ぶこと」が図、写真で示され、学習内容がよくわかるようにな

っている。 

「これまでに学んだこと」「思い出そう」で既習内容との関連がわかりやすく扱われて

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、判型が少し広く、全体的に見

やすく構成されている。各単元のはじめに大きな写真を提示し、興味付けできるようにな

っている。 

「科学のとびら」「活用」「やってみよう」「トライ」などで、科学を学ぶことの意義

を知らせたり実生活との関わりを説明したりと、発展的な内容や応用的な内容を豊富に取

り扱っている。 

今日的な課題の取り扱いについては、実験や実習の後に、「わたしのレポート」を載せ

ることで、表現力や発表力の育成に対応している。 
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また、「科学のひろば」「活用」「やってみよう」「トライ」で、実生活との関連のあ

る話題や科学的な問題点などを紹介している。 

発展的な学習内容については、「発展」マークをつけ、必修の学習内容と明確な区別が

できるようになっている。 

「科学者に聞こう」のコラムでは、最新の科学についての研究が紹介され、会話形式で

書かかれているので、より興味・関心を高めるように工夫されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、取扱内容や程度は問題がなく、適切に取り扱われている。 

また、写真を配し、わかりやすい紙面づくりがされている。 

人権等の取り扱いについては、観察・実験の時に考えられる安全面について、注意事項

の色を変えてわかりやすく示している。 

組織・配列・分量については、各単元が分野別ではなく学習順に配列されている。３年

生においては、物理分野から配列されていることが特徴的である。各単元のはじめに「こ

れまでに学習したこと」「これから学習すること」が提示されている。 

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、各単元の最後に、「終章」を

設置し、学んだことから探究的な学習ができるように工夫されている。 

サイエンスランドは一問一答式やクイズ形式で、楽しく復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、「トピックス」「くらしの中の理科」などから最

新の科学事象や環境に関する知識が身につくようになっている。また、巻末の「科学の扉

を開こう」では、探求的課題解決の方法を例示されている。 

発展的な学習内容については、「発展」マークがついているだけでなく、格子で枠組み

もされておりわかりやすくなっている。 

「トピックス」「くらしの中の理科」では、興味・関心を引き、豊富な知識を得られる

読み物教材を記載している。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、取扱内容や程度は問題がなく、適切に取り扱われている。 

文章の字やイラスト、写真が大きく、見やすい。 

人権等の取り扱いについては、試薬の色等がカラー写真の場合も必ず言葉で記載されて

いる。 

さらに、赤地白抜きのマークで、観察・実験の注意事項や安全確保について記載されて

いる。 

組織・配列・分量については、従来の１分野・２分野の区分配列になっている。各単元

のはじめに、「これまでに学習したこと」「これから学習すること」が示され、学習内容

をわかりやすく提示している。 

「話し合ってみよう」「考えてみよう」「調べてみよう」を配列し、科学的な見方や考

え方を培うように工夫されている。コラム「科学の窓」で、環境に興味を持たせるような
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話題を取り上げている。 

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、実験で結果やグラフが直接教

科書に書き込めるようになっている。 

また、各単元のはじめに、見開きで日常的な場面をイラストや写真で示し、その単元の

学習内容と関連のある疑問や課題が提示されている。算数・数学との関連も適宜記載され

ている。 

今日的な課題の取り扱いについては、「説明してみよう」や巻末に「自由研究の進め

方」を設け、表現力の育成に配慮している。章末に「どんな仕事？」を設け、学習内容と

関連のある職業を紹介し、科学と職業を積極的に結びつける中で、自らの進路について考

える機会を作っている。 

発展的な学習内容については、「発展」のマークを配し、発展的な学習内容であること

がすぐにわかるようになっている。観察・実験をさらに深めるために「チャレンジ」を設

け、探究的な学習ができるようになっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『自然の探求 中学校理科』（教育出版株式会社）につきましては、「取扱内

容・内容の程度については、取扱内容や程度は問題なく、適切に取り扱われている。 

文章や図がコンパクトに記載されている。 

人権等の取り扱いについては、カラーユニバーサルデザインに配慮し、観察・実験のと

きに考えられる安全管理や事故防止にむけての注意事項はマークを用いて示されている。 

また、環境について考える場面を、環境マークを使って提示している。 

組織・配列・分量については、前半に１分野の内容が配列され、後半に２分野の内容が

配列されている。各単元のはじめに、章ごとに「学んでいくこと」が記載され、この単元

での学習内容がわかりやすくなっている。 

１年生の教科書には、「理科学習の進め方」が示され、理科の学習の取り組み方が記され

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、生徒のキャラクターやロボッ

トのキャラクターの吹き出しで、親しみやすく疑問やヒントが書かれている。実験からわ

かることが四角囲みでわかりやすくまとめられている。 

今日的な課題の取り扱いについては、「ハローサイエンス」「実生活と科学」を設け、

理科の学習が実生活と結びつきやすくなるように工夫している。 

また、実験や観察において「わたしのレポート」を記載することで、表現力や発表力

の育成に配慮されている。 

発展的な学習内容については、「発展」のマークを配し、発展的な学習であることがす

ぐにわかるようになっている。「学習したことを活用しよう」「家族や友だちとチャレン

ジ」で、各自でものづくりやより深い探究活動ができるようになっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『未来へひろがるサイエンス』（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、本文の記述がわかりやすく、ていねいに説明されて
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いる。生徒自身が自学自習を行うときにも、教科書を読み、考え、理解していくことがで

きる内容になっている。 

また、既習事項との関連がていねいに記載されている。写真や読み物教材等は充実して

いる。 

「マイノート」に書き込みながら学習できるようにもなっている。 

人権等の取り扱いについては、コラム「科学の広場」に環境に関する内容を豊富に取り

扱っている。試薬の色等にはカラー写真の場合も必ず言葉が添えられている。 

観察･実験での注意事項は、様々なマークを用い、色を変えてわかりやすく記載されて

いる。 

組織・配列・分量については、分野別配列になっており、２分野が前半に、１分野が後

半に配置されている。各単元のはじめに、「この単元に入る前に」「単元のねらい」が示

され、学習内容がきちんと示されている。 

観察･実験前の「？」で課題が明らかになり、「結果」と「考察」を分けて構成されて

いるので、まとめやすい。「ふり返り」で既習内容との関連づけや復習がきちんとされて

いる。 

各学年の最後に、１年間通して学んだことのまとめと次の学年で学習する内容が示され

ており、興味・関心を引く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、教科用図書とは別に「マイノ

ート」を採用し、基本的な知識や技能の定着を図っている。「科学の広場」や「はたらく

人に聞いてみよう」などのコラムで、理科の学習と日常生活の中にある科学的現象や事物

を関連づけ、より理解を深められるようにしている。 

単元の最初は大きな写真が使われ、興味づけできるようになっている。巻末に地域資料

集のページを設け、さまざまな地域の自然や課題を取り上げている。生徒のキャラクター

の吹き出しで、効果的に注意喚起を行っている。 

今日的な課題の取り扱いについては、「マイノート」では、図や文章などで表現する問

題や論理的な思考を要する問題等も盛り込まれている。 

「科学の広場」「先人の知恵袋」「サイエンス資料」「ひろがる世界」「未来へひろが

るサイエンス」など、実生活と関連のある話題や科学的な問題点を紹介している。 

「ためしてみよう」や巻末の自由研究の章を設けることで、ものづくりにも取り組める

ように記載されている。 

「別の方法にトライ」や「ためしてみよう」「きみも科学者」で、探求的な活動例が挙げ

られている。コンピューターの活用事例を適所に配し、ＩＣＴ教育への充実を図っている。 

発展的な学習内容については、「発展」マークのついた箇所では、上位学年や高等学校

での学習内容を取り上げ、興味関心を高めようとしている。 

また、補足的な実験や「ためしてみよう」「別の方法でトライ」等、多角的に実験や観

察について紹介している。 

各単元末に「ひろがる世界」などのページを設定し、これまでに学んだ内容に関する発

展的な内容を取り上げている。 

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

あると思われる。」 
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以上です。 

 

【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

ございましたが、委員の皆様方、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 全体的に見て、どの教科書もよく分かりやすくなっていると思います。そ

れぞれ、「自然」から「電気」、「エネルギー」という流れに基づいて、分かりやすく、

課題は何かということをどの教科書も子どもたちに問いかけているのがすごくよく分かり

ました。 

 その中でも、新興出版社啓林館の教科書は、最後のページに「地域資料集」があって、

これがおもしろいものがあったと思います。１年生は災害について、２年生は大気や電気

等の変化について載っていたり、あるいはそれぞれの郷土の花が載っていたり、その地方

で生息している動物が載っていたりしました。 

また３年生では、どの教科書も原発について取り上げていますが、特に新興出版社啓林

館では放射能に関して放射能の測定器なども載っていました。東北地方では今、原発問題

で一般家庭でも測定器を使われていますが、それについて載っているのは興味深いと思い

ました。 

 それから、「マイノート」がとてもいいと思いました。復習の面でも、子どもたちが学

習を確認する点でも、より高度なものを見つけることができるのではないかと思いました

し、答申にもありましたように、「ためしてみよう」や「きみも科学者」といったところ

は工夫してあり、発想の転換ができるのではないかと思いました。 

「別の方法にトライ」も、答えは１つではなく、いろんな答えがあるのではないかとい

う問いかけをしているところが、これからの子どもたちにはすごく必要なことではないか

と思いました。 

 

【木下委員】 現在、日本の子どもたちの理科離れが非常に言われており、理科で学んだ

ことと日常生活の出来事がどのように結びついているのか、あるいは理科で学ぶことが日

常にどのように役立つのかが分かりにくいと言われていますが、日常生活とどのように結

びついているのかという点に、子どもたちの学ぶ意欲があると思いますので、その点がど

のように工夫されているかを見ました。 

 教科書の編集としましては、新興出版社啓林館だけが、答申でより適切とされている他

の教科書と比べて違う構成になっています。分野別で第２分野が前半に来ていて、地球が

示されて、それから自分たちの生活場所が正面に上げられています。地球という大きい規

模から物質という小さいところへ入っていこうという編成になっていて、大きいものと部

分との相関が捉えられる構成になっていると考えました。その構成の仕方が子どもの関心

を全面的に引きつけやすいのではないかと思います。 

また、子どもたちにトライさせるとか、あるいはいろんな実験や観察をする際の諸注意

も適切に配備されていると考えました。 

 

【中原教育長】 本市の子どもたちの現状を見ますと、筋道を立てて考える力がやや弱い
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ことがあります。国語でも、表現力を培うために、どのような話し方をするか、どのよう

に筋道を立てて書くかといったことも踏まえて教科書が採択されたと思います。 

 国語で習ったことをどのように発展させていくかについては、社会や理科やその他の教

科とも関連づけて表現力・言語能力を培っていくということになります。 

 理論的に話を組み立てて、そして説得力を持って相手に話していけるという力が、八尾

の子どもたちは余り強くありませんので、その点も考えながら、観察したことを丁寧に表

現し確実に相手に伝えていく、あるいは筋道をたててレポートにまとめるといった力を培

うには、どの教科書が最もいいかを考えました。 

どの教科書も工夫されていますが、新興出版社啓林館が基本的に丁寧さがあると思いま

した。特に理科では、いろんな事象と係わって観察・実験などをしていくわけですが、し

っかりと目的意識を持たせて実験に入っていっていますし、課題設定や探求活動も丁寧に

説明していて、そこに軸足を置いている感じを受けました。 

 また、「結果」と「考察」が設けられていて、結果だけではなく、しっかりと考えさせ

て、それを表現していくというように、筋道を立てさせようとしていると感じました。 

 「マイノート」の評価については議論があるかもしれませんが、いろんな使い方ができ

ますので、私はこれを積極的に評価しようと思いました。そういったことから、最終的に

新興出版社啓林館がいいのではないかと判断しました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 第１分野と第２分野をどのように並べるかについては３社が

第２分野を前に持ってきていることも踏まえ、また、基礎・基本をどのように発展させて

子どもたちに身につけさせることができるかを踏まえて絞っていきたいと思います。 

 「マイノート」については、私も、生徒にとっても教員にとっても非常に可能性が高い

ものではないかと思いました。 

 また、実生活の中にどのように理科を取り込むかという点では、私は特に「音の性質」

のところを調べてみました。各会社によって捉え方が違いますが、それぞれおもしろいと

思いました。子どもたちの実生活の中にどのように活かされるかということも１つの見方

だと思います。 

 そういう点では、私も新興出版社啓林館を薦めたいと思います。 

 

【百瀨委員長】 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。 

 「理科」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』

が適当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異議ございま

せんでしょうか。 

 

【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「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』を採択することが適当と

決しました。 

 



 

－50－ 

【百瀨委員長】 次に、種目「音楽」の一般について審議いたします。靍原課長より、答

申の「音楽」の一般について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「音楽」の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、「共通事項」と関連付けての学習がすすめやすいよ

う内容に工夫が盛り込まれている。単元ごとの目標がわかりやすく示してあり、各学年の

発達段階を考慮し、学習を系統立てて組織されている。 

また、「音楽文化についての理解を深める」ため、参考資料・鑑賞教材等において、

取り上げられている内容に工夫がみられる。 

人権等の取り扱いについては、歌唱・鑑賞教材・参考資料等で、国際理解、平和学習な

ど、社会的・道徳的教育課題の扱いに配慮されている。 

特に１年生の教科書の見開きにある参考資料は、音楽の学習を始めるにあたって人権

及び、平和について考えを深めることができる。 

組織・配列・分量については、学習指導要領の内容、楽曲の性格に即して、ねらいを明

確化した教材が配列されている。表現教材、鑑賞教材の関連も図られている。 

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、「共通事項」が、教科書の各

ページで視覚的にわかりやすく扱われており、巻末の折り込みページとの関連においても

工夫されている。 

参考資料等においても、写真やイラスト・説明文等、生徒の意欲関心を高める工夫が

されている。 

今日的な課題の取り扱いについては、我が国の伝統的な歌唱の充実の観点から、我が国

の様々な音楽について、写真や図・イラスト等で視覚的にもわかりやすく工夫し、生徒が

興味関心を持って取り組めるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、説明が丁寧になされており、音楽を愛好する生徒にとっ

ては、発展的な学習に結びつきやすい。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、３年間の音楽科の目標を達成するにあたり、精選された教材によって、

必要な範囲の内容が十分に無理なく取り扱えるよう構成されている。 

歌詞、楽曲の内容が生徒の心情的発達段階に添っている。合唱の編成や各パートの音域

についても発達・成長段階に応じて配慮されている。特に１年生では変声期の声域に対応

できるよう作曲・編曲されている。 

用語そのものを学ぶのではなく、歌唱・鑑賞の活動と結びつけながら学習できるように

配慮されており、音楽科の目標達成のため、特に適している。 

人権等の取り扱いについては、歌唱、鑑賞教材で諸外国の文化に対する理解を深められ

る。国際理解、平和学習、情報・環境教育など、社会的・道徳的教育課題の扱いに配慮さ

れている。 

組織・配列・分量については、系統的、発展的に組織されている。小学校における学習
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内容との系統性が確保されており、義務教育９年間の音楽科の目標達成が図られている。 

学習指導要領の内容、楽曲の性格に即して、ねらいを明確化した教材が配列されている。

表現教材、鑑賞教材の関連も図られている。 

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、視覚的な感性に訴えた、イラ

スト・写真のとりあげ方がアイデアにあふれ、表現・鑑賞いずれにおいても、音楽的感覚

の育成や知識理解、楽曲の背景の理解など、幅広い観点から適切に示されている。 

学習指導要領に示された事項以外にも、生徒の興味・関心・意欲を高め、学習がいっそ

う深まるための動機となるような内容が掲載されている。 

今日的な課題の取り扱いについては、我が国の音楽について、幅広い分野から教材を取り

上げ、音楽的な側面・文化的な側面の両面から総合的に捉えられるように工夫されている。 

「ふるさと」の全校合唱としての掲載は、身近な日本の歌を楽しみ・味わうことができ

るように配慮されている。 

発展的な学習内容については、学習指導要領に示された以外にも、生徒の興味・関心・

意欲を高めて、学習を深める動機となるような内容掲載である。 

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

あると思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「音楽」の一般につきまして、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、何かご意見等はございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 教科書の構成で、教育芸術社は、１年生の最初の入り口の写真がコーラス

から入っていて、そして「自分らしさの表現」、そして「プロのほとばしるサウンド…こ

ころの響き」と続きます。また２、３年生の上では、「静けさと日本の音」ということで

日本に入って、そして２、３年生の下では「生活の中に生きる音楽」となっています。構

成の観点が、子どもたちが歌うことから始まって、専門的なところへ入って、日本へ行っ

て、再び生活へ戻ってくるという、教科書の編集の理念が最初のグラビアからも伺えると

思いました。 

 そういう意味で、教育芸術社のほうがその構成が明確に出た配列になっていると思いま

した。 

 

【中原教育長】 授業の中では、本時の目的や目標を明確に出すようにしますが、その点

から見ますと、両社の教科書とも目標をはっきりと書いてありまして、本時で何をつかま

せるかは、明らかにしていると思いました。 

 教育芸術社では、２、３年生で「荒城の月」を取り扱っていますが、難しい言葉の現代

誤訳が書いてあります。古文で書かれている歌詞は意味が分からないまま歌っているとい

うケースがありますが、時代背景を知ることも当然ですけれども、言葉をしっかりと理解

した上で歌う手助けをしていると思いました。 

 全体的に、曲想を理解したり、曲の背景を理解したりするための工夫がなされていると感

じましたので、教員にとっても教育芸術社のほうが扱いやすいのではないかと思いました。 



 

－52－ 

【山本委員】 教育芸術社は、最後のほうに「音楽の約束」があります。基礎的なことが

まとめて載っているので、子どもたちにも分かりやすいのではないかと思いましたし、い

ろんな国の写真がたくさん載っていて、また配色の点でも子どもたちが興味を持ちやすい

のが教育芸術社ではないかと思いました。 

 また、言葉の意味をきちんと理解できるように工夫されているのも、すごくいいと思い

ました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 見えないものを見えるようにするというのが音楽に対する私

の考え方です。教育芸術社の表紙を見たときに、この写真がきれいなのになぜ手書きにし

たかというところに、自己表現という考え方もあるのかと考えました。一方の教育出版は、

本当に、いろんなことが書いてあるというように見えますので、表紙のあり方も非常に大

きな問題と思いました。 

 それから、３年間の、言わば非常に短い授業の中でどのように教えていくかを考えた場

合、統一されたものがいいと考えます。 

 私が大きく違うと思ったのは伴奏譜です。これまでは、伴奏譜は先生が使うという発想

でしたが、これからの中学生はピアノを弾ける子どもたちも多いと思います。そういう中

にあって、教育芸術社は非常にたくさん伴奏譜が入れてありますので、これによって子ど

もたちが自分たちで自主的に表現するということにおいて非常にいいと思いました。 

 また、詞の活用の仕方や言葉の問題については、それぞれ解説がありますが、教育芸術

社のほうがよく伝えられていると思いました。 

 ただ、教育芸術社にビンゴゲームが３年間載せてありますが、この意味がよく分かりま

せんでした。 

 「音楽の約束」については、子どもたちだけでなく、大人にとっても大事な内容だと思い

ます。また、答申にありましたように、特に中学生の男子にとっては丁度声変わりの時期で

すので、その配慮があるというのは温かいと思いますので、私は教育芸術社を薦めます。 

 

【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。 

 「音楽」の一般につきましては、株式会社教育芸術社の『中学生の音楽』が最適である

とのご意見が多いと思いました。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。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議なしと認めます。よって「音楽」の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】 それでは次に、種目「音楽」の器楽合奏について審議したいと思います。

靍原課長より、答申の「音楽」の器楽合奏について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「音楽」の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、
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「取扱内容・内容の程度については、楽器の特徴をとらえ、基礎的な奏法を身につけるた

め、詳しい説明が段階を追ってなされている。 

人権等の取り扱いについては、さまざまなアンサンブル活動を通じて、「協力」して学

習をすすめること、「国際理解」にむけた楽曲の理解が深められている。 

組織・配列・分量については、器楽の学習を有効に進められるように、各楽器の種類に

よって考慮し、組織されている。また、楽器・楽曲の特徴にあった効果的な選曲、配列が

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、基礎的・基本的教育内容の確

実な定着のため、理論的に理解できるよう説明が随所に設けられている。 

各楽器の奏法について、詳細な説明を行う等、生徒が意欲をもって取り組めるよう工夫

されている。 

今日的な課題の取り扱いについては、我が国の伝統的な音楽文化の理解という観点から

考えると、和楽器を配列の中で最初に取り上げていることで、生徒の意欲・関心を高めて

いる。また、和楽器の取り扱いが丁寧で、楽曲および解説等、分量も豊富である。 

発展的な学習内容については、説明が丁寧になされており、音楽を愛好する生徒にとっ

ては、発展的な学習に結びつきやすい。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、楽曲は生徒の心情に合ったものが、さまざまな習熟度に応じた編曲で取

り上げられ、適切に配慮されている。前半の各楽器のセクションでは、生徒の実態に合わ

せて基礎的な技能を習得できるようきめ細かな配慮がなされている。 

人権等の取り扱いについては、さまざまなアンサンブル活動を通じて、「協力」して学

習をすすめること、「国際理解」にむけた楽曲の理解、「情報・環境学習」の深化を図る、

また、箏の学習では「礼儀」についても触れられるよう、人権教育・道徳的教育課題の取

り扱いは、適切に配慮されている。 

組織・配列・分量については、各楽器について、４つのセクションから構成され、用途

に応じて使いやすいよう機能的に組織されている。楽器・楽曲の特徴にあった効果的な選

曲、配列がなされている。小学校における学習内容との系統性が確保されており、義務教

育９年間の音楽科の目標達成が図られている。 

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、意欲をもって主体的に学習を

進められるよう、目標とする学習内容やその方法、学習に必要な情報を明確に示すなど、

工夫がなされている。 

イラスト・写真のとりあげ方がアイデアにあふれ、レイアウトも美しく統一感があり、

生徒にわかりやすい。全体的に区別しやすい配色を用いながら、色以外の情報によって

も識別できるよう配慮がなされている。 

今日的な課題の取り扱いについては、和楽器は、奏法だけでなく姿勢や礼儀の情報も掲

載され、また、それぞれの楽器を活用する楽曲の鑑賞もあり、我が国の伝統的な音楽文化

の理解という観点からも適切である。 

 和楽器のアンサンブル曲もあり、我が国の伝統音楽の良さを主体的に味わうことができる。 
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発展的な学習内容については、指導要領に示された以外にも、生徒の興味・関心・意欲

を高めて、学習を深める動機となるような内容が掲載されている。 

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

あると思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「音楽」の器楽合奏について、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、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【中原教育長】 どちらもいい教科書ですが、楽器は趣味で始める生徒もたくさんいて、

その基礎をどう培っていくかという点からも見ました。子どもたちが、音楽の時間を契機

に、自分の好みの楽器を始めたりすることもあるのではないかと思います。 

 それ以前からピアノなどを習っている子どももいますが、これを機会に始めることもあ

ると考えると、趣味の基礎を養うという点では、教育芸術社は、基礎的な習得ができるし、

９年間を系統立てた学習活動も進められるのではないかと思いました。楽しく学ばせよう

としているところが、私の気に入ったところです。 

 

【木下委員】 ２つの教科書を比べた場合に、教育芸術社のほうが分かりやすさという点

で際立つような気がします。はじめのグラビアで「さまざまな楽器の音」があって、いろ

んな楽器の種類があり、あるいは色々な笛があるということを示して、リコーダーと尺八

等の比較があったり、あるいは裏表紙では日本の伝統楽器の楽器編成ということで、和楽

器のあまり知らないことを教えてくれたり、あるいは目次が楽器ごとに非常に明確に出て

います。 

また、教育出版は和楽器から入っていて、教育芸術社はアルトリコーダーから入ってい

ますが、小学校との関連からいえば、アルトリコーダーから入るほうがいいように思いま

した。 

 音楽の一般と器楽合奏は、教科書は別々でいいとはいえ、関連性も含めて教育芸術社の

ほうがいいのではないかと思いました。 

 

【山本委員】 教育出版の後半に載っている楽器の演奏について、和楽器による合奏やリ

コーダーによる合奏などに区分して載っていますが、音楽が苦手な生徒にとっては非常に

分かりにくいと思いました。 

 また、両社とも最後にリコーダーの運指表が載っていますが、カラーのほうが分かりや

すいと思いました。そういう点では教育芸術社のほうが使いやすいと思いました。 

 教育芸術社は前のほうにいろんな楽器が載っていて、教育出版はそれぞれのときにギタ

ーなどが載っていますが、前にまとめていろんな楽器の紹介があって、最後にもまた載っ

ているというほうが、子どもたちは入りやすいと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、小学校・中学校の連携を見た場合の学習内容の系統性

が大事だと思います。 
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 それから、生徒の習熟度に配慮のあることと、曲の編曲の仕方も必要と思いました。 

 また、答申にありましたように、日本の楽器を学ぶときの姿勢、礼儀など、人権的また

道徳的なことも含めて書かれているかどうかということも見ました。 

 合唱・合奏という、一緒に何かをつくっていくこと、それもアジア、ヨーロッパ、アメ

リカ、日本と広く捉えていくことを見ますと、私は教育芸術社がいいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 私も生徒たちが主体的に音楽の学習を進めることができ、また音楽を楽

しむことができるという点においては、教育芸術社のほうが少し分があるのではないかと

思います。 

 他にご意見等ございませんので、採決に移りたいと思います。 

 「音楽」の器楽合奏につきましては、株式会社教育芸術社の『中学生の器楽』が最適で

あるとの意見が多いと思いますが、この教科書を採択することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって「音楽」の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。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、種目「美術」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「美術」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 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、ビジュアルデザインなどの身近な美術を多く取り上げ、学校生活や日常生活

に美術を生かそうとする内容になっている。 

また、２・３年の上下を１つにまとめることにより、情報がまとまり、わかりやすくな

っており、生徒の知的好奇心がわく内容となっている。 

人権等の取り扱いについては、２・３年上下で、平和、命のつながりとして、平和学習

に対する取り組みを意識した内容があり、人権学習に結びつきやすい。 

組織・配列・分量については、あらゆるジャンルの美術を学習できるよう盛りだくさん

な学習材が準備されている。 

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、写真の数が多く大きさが適当

で、視覚に訴え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、古代の美術からルネサンス・抽象美術まで美術史

や伝統工芸の内容が充実していて、人類の遺産を守る姿勢が養える。 

発展的な学習内容については、暮らしや生活の中にある美術のページで、美術を様々な

職業に活かせる発展的な学習内容になっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、光村図書出版株式会

社『美術』と同様、より適切な教科書であると思われる。 

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
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ついては、日本の伝統美術から、世界の美術、また生活の中のデザインからキャラクター

デザインまで生徒の興味関心を引く教材が多く、今後の美術を担う生徒たちの生きるヒン

トとなるような内容が多く発展的である。 

人権等の取り扱いについては、２・３年下の自画像の項目で「手紙」の歌詞が掲載され

ており、生徒が自分を見つめ直す良い機会となっている。 

組織・配列・分量については、様々な観点から美術を見つめ色々な切り口から、美術の

各分野が組織立てて配列されている。 

また、１つの項目についてくわしく説明されているが内容が簡潔で、適当な分量になっ

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、製作過程の写真が多く掲載さ

れており、写真を見ることにより、その製作方法を理解し、授業が分かりやすい構成にな

っている。 

今日的な課題の取り扱いについては、２・３年の社会に生きるデザインなど、社会生活

を構成している美術が多く紹介され、進路を考えるヒントになる。 

発展的な学習内容については、日本の伝統美術がたくさん紹介されているため、改めて

今の日本を見直し再発見できる学習内容が多くなっている。 

調査員から、最も適切であると報告を受けたが、選定委員会では、以上の点や本市教育

の特色、生徒の実態を総合的に勘案した結果、開隆堂出版株式会社『美術』と同様、よ

り適切な教科書であると思われる。」 

次に、『美術』（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、美術家のデザインやビジュアルデザインでの社会の中でのかかわり方をくわし

く説明し、生徒の将来に参考になる内容になっている。 

人権等の取り扱いについては、２・３年下の内容でピカソのゲルニカの取り扱いは、平

和学習に活用できる内容である。 

組織・配列・分量については、美術の様々な内容に対応できるよう配慮されているため、

詳しい説明内容と多くの資料を使っている。 

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、生徒が生活の場面で、色々な

ことに興味をもつような美術的な場面の資料用の写真が豊富である。 

今日的な課題の取り扱いについては、地域の産業を知り、地域とのかかわりの中で、美

術に興味が持てるよう、地域の特性を生かすための取り組みが考えられている。 

発展的な学習内容については、１年「美術館に行ってみよう」のコーナーでは、文化施

設の活用について働きかけを行っている。 

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

と思われる。」 

以上です。 

 

【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

ございましたが、委員の皆様方、何かご意見等はございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 今回の学習指導要領の改訂では、以前の、絵や彫刻といった領域を越えて、
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子どもの自由な発想を活かしながら大切にして、絵を描いたり物を作ったりするという子

どもたちの学びを通して、子どもの内面の世界の広がりを考えさせようということがねら

いだと思います。 

 そこから見たときに、３つの教科書がどうかという点で見てみました。その発想が一番

生きているのは、日本文教出版ではないかと感じました。 

 それから、これは使い方の問題になると思いますが、光村図書出版は１つの形をつくろ

うとしているように思いました。表紙の内側のところなどで、美しいと感じられる絵と詩

を組み合わせているのが光村図書出版の特徴だと思います。この組み合わせることが、美

というものの相乗効果ということで評価もできますが、逆に言えば、絵の持っている広が

りを言葉で規制してしまって、絵でしか表現できないものを言葉で制限してしますという

面も出てくるのではないかとも思います。これは指導者の力量を必要とすることだと思い

ました。 

 光村図書出版の写真等は非常にきれいだと思いますし、この教科書を見ているだけで楽

しくなりますが、一方でそういう難しさを持っている教科書かと思います。 

 それと比べると、日本文教出版は、できるだけ子どもの発想と日常生活を結びつけると

いう発想を持っていると思いました。 

 開隆堂出版はその中間というのが、私の考えです。 

 また、光村図書出版の裏表紙の名前を書く欄が「氏名」になっています。この用語に関

しては、人権的な観点からは「名前」のほうがいいと思っています。 

 

【中原教育長】 八尾の子どもたちの実態を見たときに、文化面が弱いのではないかと言

われておりまして、音楽や美術の教員は指導に心を砕いているところです。 

 今回、文化的な水準を上げたいという目的もあって、生徒たちの興味を持たせる教材を

どのように配列しているかということ、それから、絵画などの創作的な力も上げていきた

いということで、選定委員会でも調査員や学校や教育研究会での色々な議論を経て、教科

書の選定作業をしてきたと考えています。 

 その中で、論点が幾つかあるわけですが、光村図書出版は絵に詩を絡めているという、

今までにない技法をとっています。これは絵手紙や俳画といったものとも関連するかもし

れませんが、絵と文字をドッキングさせながら、両方の表現力を高めていくという意味合

いが、次への指導に広がっていくのではないかと思います。そのことから、私は積極的な

評価をしたいと考えています。 

 もう１つは、八尾市の実態の中で、アジアを中心とする国の国籍を持つ子どもたちも多

く学んでいるところから、民族文化フェスティバル等を開催していますが、外国籍の子ど

もたちが自分の国の文化を知り、自分の国に誇りを持つことも必要であり、その関連が図

れるのではないかと思いました。 

 どの教科書もそれぞれいい内容ですが、光村図書出版が現場の教員の考えに一番近いの

ではないかと判断しました。 

 

【山本委員】 美術が一番自由な表現をできるものだと思っています。基礎は大切ですか

ら基礎についても載っていますが、人権問題も一番取り上げやすいものだと思います。 
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 光村図書出版を初めて見たときに、すごくインパクトのある表紙だと思いました。先程

意見のありました谷川俊太郎の文については、初めにこれを載せることで、子どもたちが

誘導されるように思ってしまいますので、その点が気になります。ただ、教科書としては、

「風神雷神」も詳しく載っていて日本美術も兼ね備えていますし、自由な発想についても、

十分にこなしていると思います。 

開隆堂出版は、特に子どもたちの表現力を表すには向いているのではないかと思いまし

た。ただ、１カ所気になるところがあって、１年生の３０ページの「赤青アニメーション

の仕組み」というところで、子どもの鉛筆の持ち方がおかしいと思いました。細かい点で

すが、気になりましたので申し上げたいと思いました。 

 教科書としては、日本文教出版もすごくいいと思いましたが、全体的には光村図書出版

のほうがいいのではないかと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず目に訴えるのか、それとも教科書としてどうなのかとい

うところで非常に悩みました。 

 開隆堂出版は、教科書として普通に慌てることなく導いてくれていると思いました。 

日本文教出版は、見ておもしろい、トピックス的なものが多いと思いました。 

 光村図書出版に関しては、教科書というのは、頭を使って考えながら美術を見ていくと

いうように捉えました。現場の教員がどう考えるのか、教科書としての指導の方向性とい

うものが非常に問われますが、そういう意味では光村図書出版がいいと思いました。 

 トピックスと、教科書という性質で少し悩んだところですが、最終的には光村図書出版

がいいと思いました。 

 

【百瀨委員長】 私も木下委員の考えに近いわけですが、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。 

 「美術」につきましては、光村図書出版社株式会社の『美術』が最適であるとのご意見

が多いように思いました。この教科書を採択することにつきましてご異議ございませんで

しょうか。 

 

【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、光村図書出版社株式会社の『美術』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「保健体育」について審議いたします。靍原課長より、答申

の「保健体育」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 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、保健体育の学習方法や教科書の使い方等掲示され、自ら考え、解決

することができるように配慮されている。 
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また、生徒の発達段階を踏まえて理解しやすいように配慮されている。 

人権等の取り扱いについては、スポーツを通して、様々な人々とともに生きるという視

点を大切に扱われている。 

組織・配列・分量については、配列は保健編・体育編の順になっている。見開き２ペー

ジが１時間の授業の基本となっているので、本時の学習内容が生徒に把握しやすいように

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、始めに「今日の学習」が示さ

れており、学習課題が明確になっている。｢キーワード｣において課題を解決する際に必要

な用語が取り上げられている。｢やってみよう｣では、自ら考え調べられる課題があり、生

徒の学習意欲が向上す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、インターネットを活用して学習できるように、配

慮されている。｢生かそう｣で学習したことを、日常生活に生かせるように配慮されている。 

発展的な学習内容については、｢章末資料｣に発展的な学習内容を取り上げ、｢免疫と予

防接種｣など、ほかの項目とリンクさせて考えられるように工夫されている 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、体力向上や健康増進のために必要なこと、また、体育分野と保健分野が

関連しておりが学習しやすくなっている。「口絵」などの資料が多数掲載されており、意

欲を持たせる内容となっている。 

人権等の取り扱いについては、異性に対する理解と尊重について取り上げ、男女共生の

点にも配慮されている。 

また、インターネット、携帯電話等の性犯罪にも触れており、新しい社会問題にも配慮

されている。 

組織・配列・分量については、見開き２ページで他の所よりも横幅が広く、字も大きく

見やすくなっている。学習することから課題、本文内容、資料、発展と学習計画を立てや

すく配列されている。 

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、「学習を活かして」において

は、自分で学習した内容について振り返ることができ、普段の生活に活用できるようにな

っている。 

重要な語句を説明しているページがあり、自主的に学習できるように工夫されている。

また、イラストや写真などによる資料を中心に展開されている。 

今日的な課題の取り扱いについては、地震の二次災害として津波や除細動器（ＡＥＤ）

などを取り上げており、今日の課題についての取り扱いもしっかりされている。 

また、自ら健康や体力についての社会的問題を主体的に解決する能力を育成することが

できようになっている。 

発展的な学習内容については、各章の終わりに「学習のまとめ」が記載されており、学

習の振り返りから要点をまとめられるよう配慮されている。学習関連の話題として「トピ

ックス」があり、身近なものから興味関心を持てる内容となっている。 

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

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、「やってみよう」の活用により、学習した点について自分の日常生活に関連

して考えることができるようになっている。 

活用・実習として１５点あげており、例示を見ながら学習に取り組みやすくなっている。

また、その点を日常に役立てられる内容となっている。 

取り上げているコラムについても新しい内容が多く、興味関心を持ちやすい内容となっ

ている。 

人権等の取り扱いについては、多くの写真やイラストを活用して国際的スポーツを紹介

している。特にパラリンピックについても取り上げており、障がいの有無に関わらず、ス

ポーツによって交流できるということが理解できるようになっている。 

組織・配列・分量については、学習の見通しが立てやすくなっている。「コラム」「事

例」で本文の学習内容を更に広げ、効果的に学習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、「活用・実習」で学習した点

について実際に体験する場面を想定して学習することから日常生活で活用できる力をつけ

ることができる。 

今日的な課題の取り扱いについては、救急蘇生法の内容ではＡＥＤの写真が掲載されて

おり、使用にあたっての意識付けがされている。新しい健康課題に対処できるように喫煙、

飲酒、薬物などを重点的に掲載している。自然災害への備えと避難では、二次災害として

津波をあげている。 

発展的な学習内容については、「学習のまとめ」で学んだ内容について振り返り、「こ

の課題について取り組んでみよう」で発展する内容も盛られている。 

新型インフルエンザなどの新しい問題にもふれられており、学習内容を深められるもの

になっている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、スポーツの多様性、スポーツの効果、スポーツの文化的な働きなど

を学ぶことによって、生涯を通じてスポーツに親しむ態度を身につけることができるよう

配慮されている。 

イラストや写真を例示し、イメージを持ちやすくすることによって、自分たちで探求

や解決、自分に何ができるかを考えることができる内容となっている。また、心と体を

一体としてとらえる観点に立って、体育分野と保健分野を十分に関連させて扱っている。 

人権等の取り扱いについては、コラムやイラスト、写真などを活用して、スポーツが

人々を結びつける働きを持っていることについて理解できるよう工夫されている。また、

共生の観点で健康観を身につけることができるような内容となっている。 

身近な問題点や解決の仕方などが取り上げることによって、学習に興味や関心を持つ

ことができるようになっている。 

組織・配列・分量については、保健分野と体育分野の関連を図りながら、３年間、見通

しを持って学習できるようになっている。 
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「課題をつかむ」でその項の学習課題をつかみ、「本文」「資料」「コラム」と整理さ

れ、効果的に学習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、「課題をつかむ」でその時間に

学習する課題が明確に提示されている。「探求」では健康、運動、スポーツにおける様々な

テーマについて自主的に学習できるよう工夫されている。「学習の確認」では、用語の確認

や知識の活用によって、学習で身についたことが自己評価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、現在おかれている様々な課題を積極的に取り上げ

ており、自らの健康問題などを主体的に解決していく能力を育てることができるようにな

っている。 

発展的な学習内容については、中学校の保健体育で学習することと決められている内容

ではない「発展的な内容」が取り上げられており、興味や関心のある人はさらに学習を深

めることができるようになっている。 

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

と思われる。」 

以上です。 

 

【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

明がございましたが、委員の皆様方、何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

【山本委員】 短い保健体育の時間を有効に使うという観点から教科書を見ますと、見開

きからインパクトがあるほうがいいのではないかと思います。各教科書とも特徴がありま

して、学研教育みらいはすごく詳しく載っていますし、大修館書店と東京書籍は、開いて

からすごく興味がそそられると思いました。 

 どの教科書もそうですが、パラリンピックのことも載っていますし、人権等に配慮され

た載せ方をしていますけれども、東京書籍の口絵の５ページの、スポーツに係わる様々な

分野の代表的な方々のお話が載っている「わたしの仕事」というところが興味深いと思い

ました。初めに子どもたちの興味を引くところからスタートして、それぞれの単元の入り

口の色が分かれていますので、子どもにとっては見やすいのではないかと思います。授業

時間が少ない中でも抜粋して見ることができるという点で、私はこの教科書が使いやすい

と思いました。また、薬物だけではなくＡＥＤや災害等いろんなことも載っていますので、

自然のことも含めて、生きていくということについて書かれている東京書籍がいいと思い

ました。 

 

【中原教育長】 保健体育や技術家庭は、実生活と極めて密接に関係しています。特に保

健体育は、身体や健康に直接関係してくることから極めて重要という取り上げをしていま

す。 

 ３年間にわたって計画的に授業を行っていくということで、指導する内容から教科書を

見たときスタンダードだと思ったのが東京書籍です。分かりやすい展開になっていて、基

礎的なところを確実に身につけさせようとしていると感じました。 

 他の教科ももちろんですが、身体や健康に係わることは取りこぼしてはいけないと思っ
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ています。生きることに直接係わるだけに、「３年間で何時間を必ず確保する」というよ

うに、非常に大事にしている教科です。体育で体を動かすほうが大切だというような受け

止め方をされがちですが、こちらのほうも重要ですので、保健体育で特に基本的なことを

きちんと押さえて指導していると考えています。 

 最近の教科書は１時間の目的を非常にはっきりしていますので、基本的なことを確実に

学習していくために、「今日の学習の目当て」のようなものを明確にしていて、そしてキ

ーワード等の必要な言葉は、子どもたちがいい加減に覚えることがないように、しっかり

一つひとつを押さえているという感じがしました。 

 各教科書ともそうですが、例えばストレスなどを取り上げて健康的な生活を送らせるよ

うに配慮していると思いました。 

 ただ、東京書籍は、インターネットについてもう少し取り上げてもいいのではないかと

思いましたが、八尾市では、インターネットについては特設の時間も設けながら各教科で

取り組んでいるので補完できるものと思います。 

 

【木下委員】 生涯スポーツの時代を迎えて、体育も重要ですが、それのベースになる体

の問題、とりわけ中学生という年齢段階の体の問題を考えると、まず、ベースになる体の

ことを学ぶということで、教科書としては保健編、体育編の順番がいいと思いました。 

 そういう意味では、その順番で編集されている東京書籍と学研教育みらいを丁寧に見ま

した。 

 そうしますと、内容については、東京書籍は非常に一般的に網羅されています。それに

比べて学研教育みらいはやや専門的な部分に踏み込んでいるところがありました。専門的

に踏み込んでいる部分は重要ですが、教科書として教員が指導しやすいかどうかというと、

東京書籍と比べるとどうかと思いました。 

 そういう意味では、答申では東京書籍がよりよいとのことですので、私も答申を尊重し

ていいと考えました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 私も保健と体育の順番はどうなのかということでは、やはり

保健から入っていくのが１つの流れと思いました。 

 保健に関しても、どういうような内容を取り入れているのかを見ましたが、教科書とし

てのあり方を見た場合に、東京書籍が一番勉強しやすいと思いました。今、敢えて「勉

強」と言いましたが、ただ見るだけではなく、考えて実際に身につけていくという環境適

応能力が必要だと思いました。 

 また、環境保全の問題や二酸化炭素、公害、地球温暖化といったことも触れながら、生

活と体ということを示していると思いました。そういう意味で、私は東京書籍がいいと思

います。 

 

【百瀨委員長】 事務局にお聞きしますが、４社の中で２社が保健編が前で体育が後にな

っていることについて、選定委員会では何か話は出ませんでしたか。 

 

【靍原指導課長】 選定委員会では、順番についての議論はなかったと記憶しております。
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ただ、保健の持つ重要性というものは非常に慎重に論議されておりました。 

とりわけ、薬物やＡＥＤなど子どもの安全あるいは健康に係わるものが今後大事になっ

てくるだろうということで、そういう編集がされているものを中心に選ばれた答申になっ

ております。 

 

【百瀨委員長】 分かりました。 

 それでは、意見も出尽くしたようですので、採決に移りたいと思います。 

 「保健体育」につきましては、東京書籍株式会社の『新しい保健体育』が最適であると

の意見が多いと思いますが、この教科書を採択することに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、東京書籍株式会社の『新しい保健体育』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」について審議いたします。靍原課長より、答申の

「技術」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「技術」についてご説明いたします。 

はじめに、『新しい技術・家庭 技術分野』（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、生活に必要な基礎的な知識や技術を学習しながら、

そのための考え方や態度を身につけるよう工夫されている。 

学習のまとまりごとに、目標を明示し、「チェック」で学習内容を理解しているか確認

するよう工夫している。さらに、編末の「学習のまとめ」では、自己評価のために「学習

を振り返ろう」、学習内容の理解の確認のために「学習したことを確かめよう」、生活や

社会をよりよくするために「生活に生かそう」が提示され、知識や概念が習得できるよう

工夫されている。 

ものづくりに関する技能については、図表を多用して「基礎技能」としてまとめて提示

され、必要なときに参照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、男女平等の観点から写真、さし絵などが配慮されている。 

実習で安全面での注意が必要な個所では「安全マーク」を用いて、それぞれの作業に対

応した注意点が記述されている。 

また、機器を安全に使用するため、具体的な点検の項目や復旧方法についても詳しく記

述されている。すべての生徒に分かりやすいように文字やグラフ等の色の配色も配慮され

ている。 

組織・配列・分量については、マーク、写真、さし絵等が適切に使用され、色合いも良

く、内容･分量とも適当である。それぞれの節の冒頭に「目標」で内容を示し、「チェッ

ク」で学習の定着度が確認できるよう配慮されている。その他、必要に応じて「リンクマ

ーク」で内容の関連付けや「環境マーク」「消費者マーク」等を適切に用いている。 

中学生が興味・関心をもって学習ができるよう、写真やイラスト、資料を掲載している。 
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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、倫理観の育成に関して、１編

の５「機器の保守点検の重要性を知ろう」では、保守点検の考え方や利用者の責任につい

て掲載されている。新しい発想の例として、製作品を評価する学習や取り扱い説明書を制

作する学習を通して、新しい発想を生み出そうとするよう配慮されている。 

「実験・観察」「ポイント」「安全」や「環境」「伝統文化」等のマークで示される内

容を学習することにより、よりよい生活や社会の実現に貢献しようとする態度の育成が可

能になるよう工夫されている。また、ものづくりでの安全な作業方法がいたる所で説明さ

れている。 

今日的な課題の取り扱いについては、リデュース、リユ－ス、リサイクルの３Ｒについ

て記されている。家庭や生活の身近にある題材を例として取り扱い、技術と生活との関わ

りが理解しやすいよう工夫されている。 

環境への負担とエネルギーの問題など、課題を明確にし、比較検討して、評価、判断し

て活用する態度を養えるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、本文中に「振り返ろう」「チェック」「学習のまとめ」

などを提示し、それぞれの編、章や節の学習内容の理解の確認や振り返りができる。また、

技能面では「基礎技術」で加工方法などを理解しやすいよう配慮されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『技術・家庭 技術分野』（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、人に豊かさをもたらし、環境を守るための技術の役割について記

されている。 

「問題を発見」「機能の検討」から「模型を作る」「問題点を見つける」「製作図をか

く」等の設計の手順や課題解決の方法を図式化し、「予想される問題点」「意見の例」で

は、見通しをもって課題解決ができるよう配慮されている。整理棚を例に「アイディアシ

ート」が示されており、学習の過程で生徒の工夫創造する場面を可能にしている。 

また、各章の項目ごとに写真を用いて学習内容を明示し、生徒の学習意欲を高める工夫

をしている。 

人権等の取り扱いについては、高齢者や障がい者をはじめとしたすべての人のためのユ

ニバーサルデザインやバリアフリーデザインの記述がある。 

実習で安全面での注意が必要な個所では「注意マーク」やイラストを用いて、それぞれ

の作業の安全に対応した注意点が記述されている。また、電気機器の事故防止や機械の保

守点検等について、図や写真を使って詳しく記述されている。すべての生徒に分かりやす

いように色の配色や文字の書体等も配慮されている。 

組織・配列・分量については、「材料と加工」と「生物育成」の分野で作業の仕方が大

きな写真でわかりやすい。 

全体を５つの章に分け、技術分野の学習内容に合わせて系統的に配列されている。それ

ぞれの内容では、節の始めに学習内容を明示するとともに関連学習を明示している。その

他、必要に応じてリンク先のページを示すことで内容の関連付けに配慮している。 

また、中学生が興味・関心をもって学習ができるよう、大きな写真を多く用いている。

例えば、けがき作業の学習の写真では、さしがねの目盛りや仕上がり寸法、切断線が読み
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取れ、同ページに掲載されているイラストと合わせて、おおよその作業方法の理解が可能

である。 

材料の強さでは読み物資料として「ハニカム構造」を記載するなど、各章・節で資料を

角丸囲みで明示し、知識・技能が身に付きやすいよう適切に構成されている。 

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、実習例をたくさん載せて、そ

の製作工程や作業過程をわかりやすく、写真で丁寧に解説している。各章の項目ごとに写

真を用いて学習内容を明示し、生徒の学習意欲を高める工夫をしている。 

また、各章の「まとめ」で学習内容を確認し、「章末問題」の学習確認テストで、知識

や概念が習得できるよう工夫されている。ものづくりに関する技能では写真を多く用い、

分かりやすいよう配慮されている。 

生徒の興味・関心に応えられるように、主題材の前に簡単な導入題材を取り上げ、その

製作を通して身に付けた技能を主題材に活用できるように工夫されている。 

「問題を発見」「機能の検討」から「模型を作る」「問題点を見つける」「製作図をか

く」等の設計の手順や課題解決の方法を図式化し、「予想される問題点」「意見の例」で

は、見通しをもって課題解決ができるよう配慮されている。また、整理棚を例に「アイデ

ィアシート」が示されており、学習の過程で生徒の工夫創造する場面を可能にしている。 

今日的な課題の取り扱いについては、エネルギー変換の技術と環境、未来についての記

述がある。さまざまな発電方法の比較など、環境とエネルギーの問題について図表やイラ

スト写真を使用し理解しやすいよう配慮されている。 

発展的な学習内容については、情報に関する技術の将来と課題についての記述があり、

問題提起している。 

章末付近の「技術の未来」の２章では、東京の「新しい電波塔」を示すなど、最新の技

術を踏まえた学習に取り組めるよう工夫されている。 

また、第５章の「プログラムをつくろう」ではプログラミング言語を使って「数当てゲ

ーム」のプログラムをつくった後、「ライントレースカーのプログラム制御」の発展的学

習に取り組む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、生徒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、『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、未来の社会を生きるため、｢技術｣の意味、活用方法、発展

の仕方をわかりやすく解説している。生活と技術との関わりなどの基礎・基本的な内容か

らはじまり、実践的・体験的学習を通して、基礎的・基本的な技術が定着できるよう配慮

されている。 

各内容の最後の節の「○○に関する技術とわたしたち」では、技術を評価し、活用する

態度の育成や社会・環境との関わりについての学習内容が記載されている。Ｂの章の終わ

りには「エネルギー変換に関する技術の役割と影響」を記載し、学習した技術の内容をふ

まえ、社会や環境との関わりについて理解が深められるよう記載されている。 

人権等の取り扱いについては、形状記憶ポリマーで作られた自助具、人や環境に優しい

自動車を紹介している。 

実習で安全面での注意が必要な個所では「安全マーク」を用いて、それぞれの作業に対
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応した注意点が記述されている。 

また、機器を安全に使用するため、構造や点検項目、保守の方法についても詳しく記述さ

れている。すべての生徒に分かりやすいように色の配色や文字の書体等も配慮されている。 

組織・配列・分量については、マーク、写真、さし絵等が適切に使用され、色合いも良

く、内容･分量とも適当である。 

中学生が興味・関心をもって学習ができるよう、分かりやすいイラスト、写真を多く掲

載している。例えば、項目「切断」の両刃のこ切りのイラストでは、２つの刃の形や刃先

角、あさりの幅など大きく明示されており、次ページに掲載されている作業中の生徒の目

線を入れた写真と合わせておおよその作業方法の理解が可能である。 

また、「参考」として関連した学習が豊富に掲載されており、知識・技能が身に付きや

すいよう適切に構成されている。 

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、「参考」「ウォッチング」

「安全」「？」等のマークで示される内容を学習することにより、多様な視点からよりよ

い生活や社会の実現に貢献しようとする態度の育成が可能になるよう工夫されている。 

各内容の「学習のまとめ」の中に、「学習をふり返ろう」と「生活に生かそう」が提示

されている。そこでは、例えば、Ｂのエネルギー変換に関する技術では「使いやすさや安

全性」「自分たちでできるエネルギー変換の技術の役立て方」などの学習内容を振り返り、

考え、気づくことで、倫理観や新しい発想を生み出そうとす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、ウォッチングで循環型社会や電気エネルギー、ネ

ット社会の問題を取り上げている。環境教育、持続可能な社会について考えることができ

るよう工夫されている。伝統文化や技術史について適切に取り上げ、そのすばらしさを知

り、現在の生活に活かされていることが理解できるよう工夫されている。 

発展的な学習内容については、本文中の「学習のまとめ」で「学習をふり返ろう」「生

活に生かそう」「ふり返り」などを提示し、それぞれの内容、節、項目の学習内容の理解

の確認や振り返りができる。また、技能面では、Ａの内容では材料の違い、Ｂの内容では

動力伝達の種類の違いを色分けして提示するなど、理解しやすいよう配慮されている。 

Ｃの章末の「ウォッチング」では「生ごみリサイクル」や「農薬」を示し、日本の技術

や社会の事柄をふまえた学習に取り組めるよう工夫されている。また、「実習例」では、

各実習例の中に工夫・創造が可能になるよう「工夫してみよう」を示している。実習例の

配列では、例として、Ａの内容では５つの実習例を示し、次に、内容のＢやＤと複合した、

やや難易度が高い「かん水装置」を「参考実習例」として示し、さらに、発展的な「実習

例」として「手づくりスピーカ」を提示するなど、難易度が異なる実習例を複数設定する

ことにより、発展的に取り組む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、生徒の実態を総合的に勘案した結果、最も適切な教科書で

あると思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「技術」につきまして、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、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社の教科書を比べましたが、まず目次のところで、２社は「材料と加工

に関する技術」、「エネルギー変換に関する技術」というふうに「○○に関する技術」と

いうことがきちんと上がっていますが、東京書籍の場合は「材料と加工」、「エネルギー

変換」というように「技術」という言葉が入っていません。 

 技術を学ぶということからいえば、目次のあり方としては、「○○に関する技術」とい

うようにきちんと上がっているのがいいと考えました。 

 次に、技術への導入部分を比較してみましたが、開隆堂出版の導入は非常によくできて

いると思いました。最初に「さあ、技術の扉を開こう！！」という形で入って、目次があ

って、そして「生活や社会における技術の役割」ということで、技術がどのように生活の

中で活かされているかを、写真やイラスト等を含めてきちんと示されていて、「持続可能

な社会と共生」というコンセプトで結びつけていっていると思います。もちろん、技術の

歴史も取り上げられていて、歴史的に技術の開発が進んできたという、技術立国として技

術を大切にしていくイメージが非常によく感じられる導入部分になっていると思いました。

ただ、開隆堂出版は、最後の名前欄が「氏名」になっていまして、これに関しては問題を

感じています。 

 教育図書は、目次はきちんとできていますが、構成がややおとなしい感じがして、それ

ぞれの項目を丁寧に扱っていますが、躍動感がない内容で、１つひとつの項目にこだわっ

ているように感じました。 

 

【中原教育長】 各教科書を読んで、幾つか感じるところがありました。 

 １つは、循環型社会を打ち出しているのは開隆堂出版でした。もちろん各教科書とも３

Ｒ等できちんと押さえはしてありますが、循環型社会として全てのところで循環させる必

要があること、しかも「持続可能」というものの捉え方で進めていて、社会全体の動きを

捉えたものと思いました。 

 もう１つは、開隆堂出版は比較的情報教育が多くて、計画的に進められると思いました。

全体的にバランスがとれていて、将来の社会も見すえていると思いました。 

 また、作業の安全面についてはきちんと対処しておかなければなりませんので、この点

については各社ともいろんな工夫をしていると思いました。 

 全体的に教科書のでき上がりは非常にいいのですが、循環型社会や、子どもたちはこれ

から情報社会の中で生きていかなければなりませんので、この点から考えて開隆堂出版が

いいのではないかと判断しました。 

 

【山本委員】 子どもたちだけでなく私たちみんなが生活していく上ですごく大切な分野

だと思いますので、興味深く見ましたが、実際の活動を通してものづくりの学習をすると

いう意義については、開隆堂出版が分かりやすいと思いました。 

 目次もきれいに整理してあって色別にしてあったり、「マークに注意して学習しよう」

というマークが載っていたりして、目次は必ず見ると思うので、そういう点はいいと思い

ました。 

 また、のこぎりの使い方がすごく大きく載っていて、これは分かりやすいと思いました。

意外と子どもたちはこういうものを使えないので、１つひとつの道具や電気機器等を丁寧
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に分かりやすく説明してあるように思いました。 

 それから、「リンク」というのがすごく分かりやすく、また学習の目標やアドバイスも

載っていて、その１つひとつのマークについての項目や記載してある内容が分かりやすく

なっているのもいいと思いました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 開隆堂出版と東京書籍は構成が似ていて迷いました。その中

で、今の情報化社会の中で情報をどのように捉えているか、また、技術ですから道具を使

っていく際の安全性をいかに捉えているかをまず見ました。 

 それから、参考書ではなく教科書ですので、先生が説明しなくても教科書を見れば必要

なことが書いてあるということ、そして、考え方として、例えば「３Ｒ」でも、当たり前

のことであるけれども、教科書の中でどのように扱っていて、それを生活の中で身近にし

ていくかということがすごく大事だと思いました。 

 技術ですので、材料、設計、実習、製作ということを考えていったときに、開隆堂出版

が一番そういうことを上手くリードしていると感じました。 

 

【百瀨委員長】 各委員より意見をいただきましたので、採決に移りたいと思います。 

 「技術」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）』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「技術」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「家庭」について審議いたします。靍原課長より、答申の

「家庭」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、種目「家庭」についてご説明いたします。 

はじめに、『新しい技術・家庭 家庭分野』（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、ふりがなを重要語句や難読漢字に幅広くふっており

適切である。また、文章が簡潔で読みやすい。 

内容も資料で学習が深められるよう工夫され、実習例も豊富で、基礎的な技能が手順を

追った写真で示され、分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、男女共生の視点からイラストや写真も配慮されており、

男女が協力して家庭生活を築いていく力が育つよう工夫されている。自分自身の行動が社

会に影響を与えることを示し、周囲への配慮を促す工夫がされている。 

また、こどもの権利条約の前文をとりあげることで、グローバルな見方を養うよう考え

られている。 

組織・配列・分量については、小学校の学習内容を巻頭に、本文、まとめと系統立てて

学習することが可能であり、その量も適切である。 
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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、写真やデータなどの豊富な資

料を分かりやすく示し、「衣服の手入れ」では、写真や図で汚れの落ちる様子を示すなど、

具体的、科学的に学びが深められる工夫がある。 

他教科との関連を示し、より学習が深められるよう配慮されている。「チェック」「発

展」での問いかけや「実習例」が随所に配置され、主体的な学習が出来るように工夫され

ている。 

今日的な課題の取り扱いについては、ネットショッピングやオークションを資料として

取り上げ、環境アクションプランでは循環型社会を目指して生活に活かせるように考えら

れており、環境や伝統、文化など多様な例を示し、興味関心を持たせる工夫がある。 

発展的な学習内容については、課題解決の力が付くように実践例が取り上げられている。

「発展」は、必要に応じて学習できるようになっており、今日的な課題への対応を扱うな

ど、学習を深化、発展できるように工夫されている。また、巻末には自ら課題の解決を目

指して実践できるように構成されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、導入でクイズを取り入れて、学習に取り組みやすいように工夫さ

れている。ふりがなも幅広くふっており適切である。 

また、個々の内容がより詳しく解説されており、重要語句は、見開きに数カ所設けられ

ている。実践例がイラストや写真などで多く掲載されており、多様な学習計画が立てられ

るように配慮されている。 

人権等の取り扱いについては、男女共同参画、児童虐待の防止や子育て支援など分かり

やすい図表や写真を使い、人権に配慮した生活を具体的に工夫できるようになっている。 

組織・配列・分量については、「家族・家庭と子ども」「食生活」「衣生活と衣食住」

「消費生活と環境」の順で構成されている。課題、資料、実習、発展と多くの頁は構成さ

れておりわかりやすい。 

各領域、選択のページは色分けされており、工夫されている。選択事項の「生活の課題

と実践」については、領域ごとに内容をもうけている。その分量も配慮されており適切で

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、実習の頁では、生徒が取り組

みやすいように写真やイラストでわかりやすく解説し、ダイヤモンドランキングを取り上

げるなど班学習の導入が工夫されている。 

「まとめよう」「考えよう」などの問いかけや資料、実習例が数多く提示され、主体的

な学習が出来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、フェアトレードやエコロジカル、フットプリント

に言及し、健全な消費生活を送るためのさまざまな課題を提供しており、適切な取り扱い

をしている。 

「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。 

発展的な学習内容については、「選択」においては、課題設定、解決のための計画、実
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践、振り返り、次の実践へと生徒自らが自主的に学習でき、更に詳しい知識を補充し、学

習を深化、発展出来るように工夫されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、小学校の振り返りなども取り入れ、導入しやすいように工夫

されている。また、生徒の実態に合わせて学習計画が立てやすいように、調理実習例や被

服実習例が数多く掲載されている。項目ごとに簡潔にまとめられ、記述も読みやすい。 

人権等の取り扱いについては、「家族関係の変化」で、さまざまな家族の形態に言及し、

理解を深められるように工夫されている。地域社会の一員としてだけでなく、国際社会の

一員であることも随所に触れており、適切な挿絵や写真を数多く使い、人権に配慮した生

活を具体的に工夫できるようになっている。ノーマライゼーションやバリアフリー、ユニ

バーサルデザインを取り上げるなど、共生の視点が随所に見られる。 

組織・配列・分量については、「家族・家庭と子ども」「食生活」「衣生活と衣食住」

「消費生活と環境」の順で構成されている。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、分量も学習が効果的にすすめら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、「なぜそうするのか」の科学

がわかり、身近で気づかないことを伝統文化や国際的な視点からながめ、生活のしかたを

振り返ることができるように、豊かな資料を取り上げている。 

「話し合ってみよう」「考えてみよう」「調べてみよう」などで適切な問いかけがなさ

れており、写真や挿絵の提示も学習活動の流れが分かりやすくなるように配置されている。 

今日的な課題の取り扱いについては、地球温暖化、水質汚濁、ごみ問題という重要な環

境問題や、消費者教育が重視され、中学生が自らの生活で、あるいは家族の一員として実

行できる内容となっている。 

消費行動と環境との関連が分かるように工夫されており、効果的で最も適切な取り扱い

をしている。 

また、食文化の継承の意義を理解しやすいように、地域の食材を利用した料理や郷土料

理、行事食などが掲載されている。 

発展的な学習内容については、「幼児とのふれあい体験学習」では、さまざまな方法を

提示し、多様な学習環境にあわせたふれあい体験ができるように例示しており扱いやすい。

このようなことから「発展」は、必要に応じて学習できるようになっており、社会の変化

に対応した課題を扱うなど、学習を深化・発展出来るように工夫されている。 

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

あると思われる。」 

以上です。 

 

【百瀨委員長】 ただいま、「家庭」につきまして、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、何かご意見等ございませんでしょうか。 
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【中原教育長】 よく、人間の自立を言うときに、生活の自立、精神の自立、そして経済

の自立の３つが言われますが、技術や家庭というのは生活自立に最も関係する部分だと思

っています。 

 その中で、特に今、子どもたちの食が乱れているということを考えて、食育をどのよう

に位置づけているのか、また、食べるということが生活の自立の中でも極めて重要なこと

から、どのように指導していくのかということを中心に検討しました。 

 ページ数だけでは評価できませんが、ほぼ３割を割いて食育を重点化しているのが開隆

堂出版でした。調理実習の完成品の写真をつけることによって、意欲づけにつなげたり、

実習の喜びを体験させることで、実際に家でもやってみたいという思いが伝わってきまし

た。 

 小学校で、ごはんを炊いたりみそ汁を作ったりして少し簡単な料理をできるようになっ

て、中学校ではそれを更に生活にまで高め、自分で選択して作って、食の安全も含めて進

めていこうという意図が見られました。 

 生活の基本となる「食べる」ということにページを割いて内容としていることが、全体

的に人間を大切にしていくという意味合いにつながっているのではないかと思いました。 

  

【山本委員】 開隆堂出版は、食育についてすごくページ数をとっていることもいいと思

いますが、私が一番いいと思ったのは、家庭教育を一番はじめに扱っているということで

す。そのことが、幼児や高齢者に対してすごく優しいように思えました。特に幼児につい

ては、読み聞かせのことが載っていたり、幼児教育について詳しく載っていたりするとこ

ろが、今、家庭教育重視と言われている中で、いいことだと思いました。 

 また、捉え方も詳しく載っていますので、将来親になる子どもたちにとって参考になる

と思いましたし、家庭を持たなくても、大人として大切なことだと思いました。 

 それから、食育や食生活については、最後のほうのページで、加工食品と手づくりはど

ちらがどうなのかというような問いかけをして、子どもたちの判断に任せているところが

ありまして、そういう問いかけをしていくことも、私はすごくよかったと思います。 

衣食住についても、服の整え方や掃除の仕方、洗濯の仕方、リサイクルなど、生活して

いく上で重要なことが分かりやすく載っていることと、「消費者の権利と責任」という項

目では絵を通して分かりやすく解説していることなど、捉え方としてなるほどと思う部分

が多かったと思います。また、「共に暮らす」という項目にすごくいい写真が載っていま

して、こういうものを見ると、子どもたちに教えるにはすごくいいのではないかと思いま

した。 

 

【木下委員】 家庭科で学ぶ内容は、かつては衣食を中心に構成されていましたが、家族

関係を含めて、できるだけ現在のおかれている家庭の生活を中心に学んでいく方向に重点

が移ってきていると思っています。 

 その中で、中学生が自立を目指して学ぼうということで、自立と共生をコンセプトにし

て、未来へ向かっていくということの中に家庭生活の全てを込めようとしているというコ

ンセプトがよく見えているのが開隆堂出版だと思いました。 

 最初の見開きのところも、「自立をめざして学ぼう！」で、小学校の家庭科ではどんな
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ことをしてきたのかというところで小学校とのつなぎをしっかりと考えて、中学生とは社

会を飛び出していく上でどういう時期なのだろうかということでは「よちよち歩きのころ

のわたし」という写真を示すことによって、「自分は家庭生活の中で育ってきている側面

があるんだ」ということ、また「自分の生活を振り返りながら将来をどうつくっていくの

か」ということを見せようとしていると思いました。 

 また、自立と支え合いということでは、消費者の立場から社会とのつながりを見ていこ

うという考え方が、見開きの導入部分でよく見える形になっていて、またそのような構成

になっています。そういう意味では非常に見通しのいい教科書構成になっていると感じま

した。 

 東京書籍も丁寧にきちんとつくられていて、それぞれの項目は東京書籍のほうが内容を

詳しく丁寧に書いているという側面は確実にあります。けれども、全体の見通しという点

で、開隆堂出版のほうがいいと思いました。ただ、先程申しましたように、開隆堂出版は、

名前欄が「氏名」になっていることに関しては問題を感じています。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず基本的に、家族や自立、共生ということをどのように捉

えているかを調べてみました。 

 ３社とも同じような方向性を持っていますが、家族そして社会との兼ね合いを見た場合、

開隆堂出版が一番ふさわしいと思いました。 

 最後の「これからの私と家族」という項目にも重きを置いていますし、子どもの権利条

約や子育て支援というところまで載せているということから、私は開隆堂出版がいいと思

います。 

 

【百瀨委員長】 それでは、各委員より意見をいただきましたので、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『技術・家庭（家庭分野）』が最適で

あるとの意見が多いと思いますが、この教科書を採択することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご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『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】 それでは次に、種目「英語」について審議いたします。靍原課長より、

答申の「英語」について説明願います。 

 

【靍原指導課長】 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、３学年を通して、基礎基

本となる文法や語彙についてはUnitにおいてさらに言語の使用場面や働きなどをPlusで扱
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っており繰り返し学習し、活用できるように配列されている。 

例えば、「電話での対応」などは、各学年での言語材料や小学校での外国語活動との系

統性を配慮して、学年があがるにつれ難易度を上げながら繰り返し扱っているなどの配慮

がある。 

各UnitはStarting OutからDialog、そしてReading for Communicationという流れにな

っており、段階的にターゲットを定着できるよう配慮されている。 

さらに、各UnitのあとにMulti+, Speaking+, Writing+, Listening+等が設けられ、実

用的な英語学習を可能にしている。 

人権等の取り扱いについては、生徒の発達段階に応じて、「道徳性」を養うような配慮

が あ る 。 ３ 年 生 Unit 6で は 、 Jackie Robinsonを テ ー マ に 人 種 差 別 を 、 Reading for 

CommunicationではMartin Luther King, Jr.も取り上げ、より深い学習につなげることが

できる。 

また、Unit 3では国際協調の精神や他を思いやる心を育むためにガーナのフェアトレー

ドがテーマとして、Let ’s readにおいて、広島の原爆被害者の心を物語で描き、生徒に平

和の大切さを訴える内容である。 

カナダ、アメリカ、韓国、中国、シンガポール、タイ、英国等様々な国や地域を配置し

ている。 

組織・配列・分量については、３学年を通して、基礎基本となる文法や語彙については

Unitにおいてさらに言語の使用場面や働きなどをPlusで扱っており繰り返し学習し、活用

できるように配列されており、全体的な分量は多くなく、適している。 

Multi+ではChallengeとして学習したテーマに沿った英文が用意されている。Readingか

らWritingへと統合的な活動ができるページである。 

また、フォニックスや音と文字の関係性を１年生の初めに導入するなど、小学校からの

移行を円滑にする配慮がされている。 

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、巻末にあるFurther Reading

によって、本文だけでは足りないreading量を確保することができる。 

Multi+, Speaking+, Writing+, Listening+では、学校での会話、旅行での会話、買い

物、道案内等、実用的で生徒の身近な内容が取り上げられており、生徒が興味関心をもっ

て学習できるよう配慮されている。 

学び方コーナーでは、実際に英語を話す、書く際に有用なアドバイスがあり、実用的な

英語学習に適している。 

今日的な課題の取り扱いについては、海外からの友だちやＡＬＴとの出会いという身近

な話題、異文化理解、環境問題や伝統文化、情報化、人権、福祉、平和など生徒の興味関

心に即したものや今日的な課題に触れている。 

１年生のUnit 11では手紙文、２年生のUnit3ではウェブをもとにした英文、Writing+2

ではメール文を取り扱い、情報機器の活用を促進する内容である。 

また、Multi+, Speaking+, Writing+, Listening+では、グループワークやペアワーク

など多様な形態での学習が可能になるよう配慮されている。 

発展的な学習内容については、Unit内で学習した内容をMulti+, Speaking+, Writing+, 

Listening+で活用できるよう構成されており、発展学習に適している。 
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以上の点や本市教育の特色、生徒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、『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、言語活動として、全学年を通して、

１セクションの中に「聞く」「話す」「読む」「書く」活動が配置され、バランスよく学

習できるよう配慮されている。「読む」活動を中心とする課が２、３年生に、３課ずつ配

置されており、「聞く」「話す」に偏りがちな傾向が見られない。 

言語材料として、基礎的、基本的事項が精選され、徐々に難易度が上がるように配置さ

れている。基本文は日常的に使う場面を取り上げ、「使用場面」に適した自然な英語にな

るよう工夫されている。 

１年生ではAction Cardの定着を、２,３年生ではChallengeのページにあるように英語

で何かを理解したり表現したりすることの楽しさを味わえるようなセクションが設定され

ている。 

人権等の取り扱いについては、全学年を通して、人間愛や反戦をテーマにした教材が配

置されており、人権意識を高める配慮がある。取り扱う国や地域は、英米に偏らずインド、

韓国、イギリス、スコットランド等様々な国をテーマに会話が行われており、配慮がうか

がえる。 

また、２年生ではCharity、３年生では5Rsやマザーテレサの生き方に触れ、他を思いや

る心、環境保護、国際協調の精神を養うよう配慮されている。 

組織・配列・分量については、全学年とも１セクションを見開き構成で、左ページが基

本対話文、活用的能力を養成するための本文が右ページに配置され、４技能を総合的に扱

うコミュニケーション活動ができるよう配慮されている。 

各ProgramにはBasic Dialogが設定されており、Dialog形式で新出文法を学ぶことがで

きる。そのため、パタンプラクティスによる文法練習を容易に行うことができる。 

１年生の最初に３年間を見通した達成目標が明示されており、生徒が目標を持って学ぶ

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、全学年とも１セクションを見

開き構成となっており工夫が見られる。また、小学校英語活動からのスムーズに移行でき

るよう文字の導入期等を配慮した工夫が見られる。 

各学年の最後にクイックQ&Aが用意されており、それをもとに基本文の確認を行ったり、

ペア活動を行ったりすることができる。また、簡単な会話の練習にもなり、Speaking指導

にも役立つ。 

今日的な課題の取り扱いについては、学年を追って日本の伝統文化や外国の風俗文化を

取り上げており、多様なものの見方や考え方を理解し、豊かな心を育てる工夫がなされて

いる。環境、平和、人権、共生など今日的課題を扱い、生徒に考えさせる教材を配置して

いる。 

１年生のProgram 1をアルファベットのみにすることによって、時間的余裕を持って中

学入門期の指導にあたることができる。また、２年生のProgram3で英語のホームページ、

Writing2でメール文を取り扱うなど情報機器を活用できるよう配慮されている。 

発展的な学習内容については、巻末にReview ReadingとExtensive Readingを設け、発
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展的な学習にも対応できるようにしている。１年生の初めから多くの語彙を紹介し、表現

活動を豊かにするよう配慮されている。また、小学校での英語活動からの移行を円滑にす

るよう配慮されている。 

 以上の点や本市教育の特色、生徒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、『ＴＯＴＡＬ ＥＮＧＬＩＳＨ Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ』（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、言語活動には、基礎基本的な

知識や技能を取得するものと、基礎基本で習得した知識や技能を活用するものの２種類用

意されており、実践的な英語を養うことが出来るよう工夫されている。 

中学生の興味関心を考慮し、学習意欲を高める題材を言語材料（３年生のReading2で扱

っている映画「Fly Away Home」は、中学最後の読み物教材として、生徒達の興味・関心

をくすぐる内容となっている。）との関連に配慮して効果的に配置している。 

人権等の取り扱いについては、全体を通して人権を尊重する態度に貫かれた題材が扱わ

れている。３年生の「Stevie Wonder」、「Anne ’s Diary」で戦争と人種差別、２年生で

の「Mother Teresa」では、戦争と平和というテーマだけでなく、「生き方」という観点

からも学ぶことの多いテーマを扱っている。 

 さらに、２年生ではLesson2のジェスチャー、Lesson6の3Rsで国際協調の精神や地球環

境を大切にする心をはぐくみ、３年生ではLesson5、Lesson7で他を思いやる心、平和を愛

する精神を養う内容が取り上げ、様々な角度から生命の尊厳について考えられるよう配慮

されている。点字を扱うなど障がい者理解にも配慮している 

組織・配列・分量については、生徒の学習段階を考慮し、日常の身近な話題から世界的

な視野に立った内容へと系統的に配列されている。 

各学年４つのChapterに分かれており、各ChapterにProjectが設定されている。これら

のProjectに到達するためにそれぞれのLessonが配置されており、Backward Designがしや

すい構成となっている。各学年の最後にはBook Projectが設定されており、各学年の到達

目標が明らかになっている。 

また、生徒が小学校外国語活動で慣れ親しんできた表現(I like～.)から導入されてお

り小学校からの円滑な接続が図れるよう配慮されている。 

Lesson数、Section数は現行教科書と変わらず、週１時間増加しても言語活動の充実と

繰り返し学習が出来るような分量であり適切である。 

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、点字やシャンプーのボトルの

ユニバーサルデザインを体験できるような印刷上の工夫がなされている。 

１年生終了時まで、ブロック体を採用しており生徒の発達段階への配慮が見られる。また、

２年生で飛行機内の会話や、入国カードの記入を扱う等、実用的な英語を紹介している。 

今日的な課題の取り扱いについては、伝統文化、ボランティア活動、環境問題、ユニバ

ーサルデザインなど積極的に取り上げている。２年生のLesson8では日本のアニメや漫画、

映画等をテーマとし、視覚教材や本物の教材を用いた授業が行えるよう配慮されており、

生徒が興味関心を引き出すのに適した内容である。 

発展的な学習内容については、学習した表現を使って、文を書いたり発表したりできる

ように章(Chapter)のまとめを配置し発展的な学習ができるよう配慮している。 
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Words Treeでは表現活動に必要な語彙を取り扱い、また、Talking TimeやReadingの部

分で発展的な学習が出来るよう配慮されている。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＳＥＲＩＥＳ』（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、実際の使用に即した場面設定や興味

関心を引くような活動が配置されており、「積極的にコミュニケーションを図ろうとする

態度が育成できるように工夫されている。 

Mini-projectでは、スパイラルな活動により文法定着を図り、自己表現活動をSpeaking

やWritingを通して統合的に行うことができるように設定されている。中でも、２年生で

過去形を習ったあとのMini-projectは単純な日記ではなく「自分史エッセイ」となってお

り、生徒達が生きてきた12～3年間を振り返り自分の変化や成長に気づくことができる素

晴らしい活動である。 

基本的に会話文を中心とした展開であるが、USEのReadingではスピーチや物語など多様

な文体を扱っており、多様な英文形態を学ぶのに適している。 

GETで学んだことをUSEのReading、Writing、Listening等で発展的に学習できるような

内容であり、「聞く」「話す」「読む」「書く」ことなどコミュニケーション能力をバラ

ンスよく身につけられるよう配慮されている。 

１年生のLesson2（日本の漢字）、Lesson3（日本のおもちゃ）、Lesson9（日本の四

季）3年生のLesson3（落語）等、日本文化を英語で表現する内容が多く含まれており、海

外に日本を発信する英語が身に付く内容である。 

人権等の取り扱いについては、全学年を通じて人権、平和、ことば、社会、環境など人

権尊重の立場に立ち、取り扱う国や地域、登場する人物（民族）にも配慮されており、グ

ループワークやペアワークでの調べ学習など多様な形態での学習を可能にする。 

１年生では車いすバスケットに触れ、障がい者理解の精神を養い、２年生では主に環境

問題、カンボジアの地雷問題を扱い、自然を愛する心、他を思いやる心を育てる内容であ

る。３年生では広島の原爆被害にあった佐々木禎子さんを取り上げ、国際協調の精神、他

を思いやる心、命、平和を愛する心を育むのに適した内容である。 

また、アメリカにおける公民権運動についてMartin Luther Kingの活動に触れ、平等の

精神を学べる内容である。さらに、Let ’s Read「A Moment of Peace」やFurther Reading

３「A Vulture and a Child」など人権や平和という観点から、自分ならどうするかとい

うところの自己表現活動につながるテーマを設定している。 

組織・配列・分量については、学習の動機付けになるよう各課に「Practice」の項目に、

コミュニケーション活動ができるように4技能を活用できる力を養えるよう配慮している。 

GETのページでは左に本文、右にPracticeとしてListen, Speak, Writeと見開き１ペー

ジで４技能全てを扱うことができるようになっている。また、SpeakingからWritingへ、

WritingからReadingへと統合的な活動が、教科書上で行うことができる。 

GETで習得した内容を、USEで用いて発展的な学習を行えるよう配列されており、また、

習得から活用への流れも明確に示されており、適している。 

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、英文の場面設定を補足するた
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めのイラストや写真が効果的に配置されている。インタビュー活動など小学校外国語活動

の内容を扱っており、中学校英語への円滑な移行を配慮している。 

各学年の巻末に附されている付録は、各学年で習う文法を統合的にまとめており、学習

者がつまずいたときに振り返ることができるようなページとなっている。 

フォニックスのルールについても付録に掲載されており、参考資料として充分な役割を

果たしている。 

今日的な課題の取り扱いについては、電子メール、ホームページ、ウェブサイトをトピ

ックとして扱うなど教育情報機器（ICT）の活用に配慮している。 

１年生の冒頭、中学入門期を野菜や動物など、小学校で体験した英単語の音による導入

を取り扱うことによって、小中の壁を小さくしようとしているねらいが見える。本文にも

自然な会話表現が増え、よりオーセンティックな英語に生徒が触れることができる。 

発展的な学習内容については、各学年ともUSEやGETで学んだ内容をさらに深めて学習す

るよう構成されている。またUSEではReading, Writing, Speaking, Listeningの４技能バ

ランス良く配置されており、発展的な学習には適している。 

以上の点や本市教育の特色、生徒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、『ＯＮＥ ＷＯＲＬＤ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｕｒｓｅ』（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、各学年、会話を中心とした構成に

なっている。３年生では「ディベート」も取り上げており学習した言語材料を何度も繰り

返し使用し、実際の会話で用いる相づちや聞き返す表現など積み上げてきた知識や技能を

違う場面で使えるよう配慮されている。 

各Unitで到達するべき項目が明らかであり、その項目が達成できたかどうかを確認する

ためのProject活動が、各Unitの最後に用意されている。 

ニューヨークでの新年や、手塚治虫やオードリーヘップバーンの生き方に触れるなど、

生徒の興味関心をひく内容が多い。 

人権等の取り扱いについては、人権尊重の立場に立ち、真理を求める態度や自主、自立

の精神、自他の敬愛伝統と文化の尊重など多様な教材が配置され、人権問題への配慮がう

かがえる。 

３年生ではオードリー・ヘプバーンのUNICEFの活動などを取り上げ、人権について考え

るとともに、生徒達に「自分たちに何ができるか」を考えさせるテーマとなっている。 

 地雷の問題を題材として取り扱い、生命を尊重し他者を思いやる豊かな人間性を育む内

容となっている。 

組織・配列・分量については、１年生は学校生活や家庭生活など身近な内容から始まり、

学年が進むにしたがって徐々に視点が広がっていくように配列されている。 

各Unitに設定されているProjectは、活動がスムーズに進むようにsmall stepsが用意さ

れ、そのstepに従っていれば生徒が自ら自己表現活動に取り組むことができるようになっ

ている。 

「Preview」「Activity」「Task」等で４技能をバランスよく習得できるよう配慮されて

いる。 

１年生ではbe動詞から導入されており、分かりやすい構成になっている。 
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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、Unit構成になっており、それ

ぞれの到達目標を設定しており、生徒が意欲と自覚を持って英語を習得できるように配慮

されている。 

１年生の「Springboard」では、小学校で学習した語彙やアルファベット、単語の音と

つづりなどを扱い、中学校の英語学習へ円滑に移行できるよう配慮されている。また、

「Writing Tips」では細かく基本的な書く時のルール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、ウェブサイトや教育関連機器をトピックとして扱

っており、教育機器活用への配慮がある。 

落語や手塚治虫など日本文化を扱い、自国に関して知識を深めることのできる内容とな

っている。 

「Project」では積み上げてきた基礎的な知能や技能を生徒が表現できるよう構成され

ており、バランスの取れたコミュニケーション能力の基礎を養う内容となっている。 

発展的な学習内容については、「Further reading」等で積み重ねた知能や技能を生か

し、さらに発展的に学習できるように配慮されている。 

また、「Vocab builder」内の語彙を用いて、パタンプラクティスを行う等、発展的な

学習につなげ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、生徒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、『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、各ユニットの本文で場面

やコミュニケーションの目的に応じた使い方を示すと共に語順に焦点を当てて日本語と英

語の違いを整理するなどして、言語や文化に対する理解を深めるよう配慮している。 

中学生の実生活をテーマにしたストーリー性の高い本文は、学習者の興味・関心に働き

かけるものである。 

３年生の Let ’s Readで取り上げられてい る「 Severn Suzukiの スピーチ」や Special 

Programの「つみきのいえ」などは、中学卒業を控え、自分自身の生き方を考える上でた

いへん優れた読み物である。生徒にとって身近な場所で用いられる英語を多く取り入れて

おり、興味関心をひくよう配慮されている。 

人権等の取り扱いについては、どの学年も人権尊重、介護、福祉問題（セラピー犬）環

境問題、平和問題等にも触れ、配慮されている。 

３年Let ’s Readで扱われている「杉原千畝の物語」は、ホロコーストや人権・平和を考

えるだけでなく、人としてどう生きていくかを考える大切な読み物である。 

沖縄の平和記念公園の礎やカンボジアの地雷の問題をテーマに平和を愛する心や生命を

尊重し、他者を思いやる豊かな心を養う内容となっている。 

アメリカ、韓国、カンボジアをはじめ世界の様々な国の生活や文化を題材として取り上

げている。 

組織・配列・分量については、小学校外国語活動から円滑に接続を行なえるよう入門期

教材を１年生冒頭に配置する配列になっている。 

各Unitの最初に、「学習のねらい」を明示し、題材への興味付けを行い、終わりには習

得するための活動を積み上げながら、学習したことを活用できるようになっている。 
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各 学 年 ３ つ の 「 Small Goal 」 を 設 定 し て い る 。 「 Small Goal 」 で は 、 Writing と

Speakingにもつながる目標及び活動が設定されており、３年生ではdebateやdiscussionと

いった高度な英語運用が必要な活動も用意されている。 

各Unitに「Listening」「Activity」「Task」が設けられ、バランスよく４技能を習得

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、対話やインタビュー、電話、

手紙、E-mail、DVDレター、新聞活用など情報収集や発信の例が多く示され、携帯電話や

インターネットの活用も発達を考慮して取り上げられている。 

レストランでのオーダーやショッピングなど、生徒がペアワークやグループワークとし

て扱える教材を用意し、様々な学習形態に取り組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、日本の伝統文化、食生活や健康教育、情報教育、

キャリア教育、人権教育、環境教育等を配置している。 

小中連携をはかるために、アルファベットの導入もフォニックスを意識したイラストが

扱われている。bearがbagをかけながらballの上でbirdとbookを読んでいる絵を見れば、

中学生になったばかりの生徒達も英語を楽しいと感じることができるだろう。 

２年生の電子メールや３年生のDVD letterで情報関連機器を題材として扱うなど、教育

機器の活用に配慮されている。 

「Words, Words, Words」や「words square」などを使った表現活動で、コミュニケー

ション能力の基礎を養う内容となっている。 

発展的な学習内容については、文法事項の復習、辞書の使い方、音声のまとめなど自学

自習できるよう配慮されている。 

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

と思われる。」 

以上です。 

 

【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、何かご意見等はございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 小学校の英語教育も始まって、小・中学校の連携をどうしていくかという

ことと、中学校もオーラルコミュニケーションへ振られてきているということが学習指導

要領の大きな課題であると思っていますが、オーラルコミュニケーションを重視すること

と、きちんと文法を学んだり、リーディング力を身につけていったりすることのバランス

が、教科書として最も必要だという観点で見ました。 

 そういう点でいえば、学校図書が、最もオーラルコミュニケーションを中心にしながら、

リーディングやライティング、あるいは文法の学習へ持っていこうとしていることが伺え

ます。 

 教える際にどのようにバランスをとっていくのが最もいいかを考えたときに、答申では

そのバランス等を含めて三省堂が最も適切だとしているものと考えましたので、答申を尊

重したいと思います。 
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【山本委員】 今、小学校でも英語を導入していますが、最近のことですので、中学生で

も基礎的なことから学んでいったほうがいいと思います。 

コミュニケーションをとることや、イントネーションなどを学ぶには、開隆堂出版や学

校図書はコミュニケーションをとるような会話形式の内容が多いのでいいとは思いますが、

三省堂は、最後に付録のページがあって、ミニ辞書的なところが他の教科書よりも内容が

多いように思いました。そういう基礎的なところが大事だと私は思いましたので、三省堂

がいいと思いました。 

 

【中原教育長】 英語は、学力差が非常に出やすい教科の一つです。１年生の後半になる

と差が出てきて、３年生になるとかなり開いてしまうというのが本市の現状です。それだ

けに、基礎基本をきちんと身につけておかないと、積み上げが難しいだろうと思いました。 

 どのように英語の実践的な力を育成するかということでは、今まで歌を導入してみたり

映画を導入してみたりと、いろんな方法を試してきましたが、なかなかコミュニケーショ

ン能力につながっていかないということがありました。新学習指導要領でもコミュニケー

ション能力を前へ出そうとしていますが、基礎基本がないとそこまで到達することができ

ず、２年生、３年生になると却って学力差が出てきてしまうおそれが、特に本市ではある

のではないかと思っています。 

 基礎基本をきちんと身につけた上で、コミュニケーション能力を伸ばそうとしているよ

うな、バランスよく載っている教科書がいいと思います。 

本市では、英語指導助手（ＮＥＴ）を活用していますので、英語教員とＮＥＴが協力し

あっての授業作りや、基礎基本が確実に定着できるものであることと、それから、家庭学

習ができるようなものもほしいと思います。この点では、三省堂は、各レッスンの後にか

なり丁寧に書かれてありますので、基礎基本を重視し、それからコミュニケーションへの

発展、ＮＥＴを使った実践的な授業へ展開、といったことに工夫しておりバランスがいい

と思います。 

 コミュニケーション能力に期待するところは大きいですが、一部の子どもたちがしゃべ

れるだけになってしまうことのほうが怖いですし、大阪府では義務教育終了段階で英語で

話し合いができるような子どもを目指していますので、そのためには、まず基礎的・基本

的な部分をしっかり押さえた上で、２・３年生に期待したいと考え、三省堂がこの中では

最もいい教科書だと考えました。 

 

【安藤委員長職務代理者】 私は、個人的には学校図書が非常におもしろいと思いました。

例えば日本人が外国に行って役に立つぐらいに、ものすごく実践的に書かれている点がお

もしろかったのですが、本市にとってどうなのかということを、足元を見ながら踏まえて

いくと、やはり現場の教員の考え方が優先されると思いました。 

 そういう意味では、三省堂は、日本の文化のあり方を教科書の中に導入していると思い

ます。また、障がい者への理解を進めることや、国際協力も含まれていくということ、そ

れから、レッスンの後の文法の要点を上手くまとめているという点で、三省堂がいいと思

います。 
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【百瀨委員長】 採択に当たりまして、私ども大変悩んだ教科の１つでありました。小学

校の外国語活動が文法的に必ずしも中学校で当てはまっていかない中で、そういうつなが

りがあることはよく理解できますが、三省堂は、中学校での文法、シラバスとしてきちん

と整理されているという点もありました。委員の皆様方の意見を聞かせていただきますと、

一定の方向が出ているように思いますので、採択に移らせていただきたいと思います。 

 「英語」につきましては、株式会社三省堂の『ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ ＥＮＧＬＩＳＨ 

ＳＥＲＩＥＳ』が最適であるとの意見が多く出ておりますので、この教科書を採択したい

と思いますが、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「英語」の教科用図書につきまして

は、株式会社三省堂の『ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＳＥＲＩＥＳ』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全て

終了いたしました。この後、採択しました中学校教科用図書について、再度確認させてい

ただきたいと考えておりますが、議事の都合上、ここで暫時休憩といたします。再開は午

後１時３０分からといたします。 

 

（休  憩） 

 

【百瀨委員長】 休憩前に引き続き、議事を進めたいと思います。 

 それでは、このたび採択することになりました教科図書名と出版社名を読み上げて、確

認をしたいと思います。 

 「国語」は、光村図書出版株式会社の『国語』、「書写」は、東京書籍株式会社の『新

しい書写』、「社会」地理は、日本文教出版株式会社の『中学社会 地理的分野』、「社

会」歴史は、日本文教出版株式会社の『中学社会 歴史的分野』、「社会」公民は、教育

出版株式会社『中学社会 公民 ともに生きる』、「地図」は、株式会社帝国書院の『中

学校社会科地図』、「数学」は、株式会社新興出版社啓林館の『未来へひろがる数学』、

「理科」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』、「音楽」一般

は、株式会社教育芸術社の『中学生の音楽』、「音楽」器楽合奏は、株式会社教育芸術社

の『中学生の器楽』、「美術」は、光村図書出版株式会社の『美術』、「保健体育」は、

東京書籍株式会社の『新しい保健体育』、「技術」は、開隆堂出版株式会社の『技術・家

庭（技術分野）』、「家庭」は、開隆堂出版株式会社の『技術・家庭（家庭分野）』、

「英語」は、株式会社三省堂の『ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ ＥＮＧＬＩＳＨ ＳＥＲＩＥＳ』。 

 以上のように決しましたが、委員の皆様方、これでよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 



 

－82－ 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３１号「平成２４年度八尾

市立中学校教科用図書の採択に関する件」については、以上のように決しました。 

 

【百瀨委員長】 それでは次に、議案第３２号「平成２４年度八尾市立小学校教科用図書

の採択に関する件」について審議いたします。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３２号「平成２４年度八

尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」につきまして、ご説明いたします。 

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

議決を求めるものでございます。 

 提案の理由としましては、教科書が教科の主たる教材として、学校教育において重要な

役割を果たしていることに鑑み、採択権者の判断と責任により、厳密な調査・研究に基づ

き、適切に行われる必要がございます。 

 その点につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条

に、「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところによ

り、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」

と示されております。 

 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。 

 なお、小学校教科用図書に関しましては、昨年度採択替えを行ったところでございます。 

 つきましては、別紙の小学校用教科用図書を平成２４年度八尾市立小学校教科用図書と

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

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、小学校教科用図書につきま

しては、採択替えの年に当たっていないことから、平成２３年度と同じ教科書を定めるも

のと考えて構いませんか。 

 

【靍原指導課長】 委員長のおっしゃるとおりでございます。 

 

【百瀨委員長】 分かりました。 

 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

点はございませんか。 

 

【靍原指導課長】 この春から小学校の新しい教科書での授業等がスタートしたわけです

が、指導主事による学校訪問、または学校長からの話等からは、現在使っている教科書に

ついて不備な部分というものは聞こえてきておりません。 

 

【百瀨委員長】 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。 



 

－83－ 

 委員の皆様方、この件に関しまして、ご質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 質疑なし。 

 

【百瀨委員長】 ご質疑等ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３２号につき、原案を適当と認めることに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３２号「平成２４年度八尾市

立小学校教科用図書の採択に関する件」につきまして、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３３号「視覚に障がいのある生徒に対する『点字教科書』

の採択に関する件」について審議いたします。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３３号「視覚に障がいの

ある生徒に対する『点字教科書』の採択に関する件」について、ご説明いたします。 

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

議決を求めるものでございます。 

 提案の理由としましては、現在、本市の中学校に全盲の生徒が在籍しており、中学校に

おける学習活動に点字教科書が必要となることから、国並びに民間ボランティア団体が作

成する点字教科書を、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書として承認していただ

きたく、本案を提出する次第でございます。別紙の表をご覧ください。 

 先程採択していただきました中学校の各種目における教科書の一覧でございますが、現

在の状況は、大阪府立視覚支援学校等で、平成２４年度使用教科書が確定する予定がこの

夏過ぎと聞いております。その場合は、府立視覚支援学校が使用している教科書をそのま

ま本市の生徒に付与したいと考えております。 

 また、文部科学省が著作権を持っている教科書以外のものは、民間ボランティアの皆様

のお力を借りて、本市の生徒の学習に障害とならないように配慮していきたいと考えてお

りますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 点字教科書につきましては、平成１６年度から毎年採択してきておりま

すが、委員の皆様方は何かご質疑ございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 点字用の教科書を使用する生徒は、八尾市の場合、どれぐらいの人数がい

らっしゃるのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 現在、本市の中学１年生に１名在籍しております。 
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【中原教育長】 １年生になって４カ月がたちましたが、その間に使用している教科書に

ついて特に課題はなかったのかどうかと、もう１つ、現在使っている教科書の中で、どの

くらいが文部科学省のものであるかを教えてください。 

 

【靍原指導課長】 まず、この生徒の状況ですが、本人はとても学習熱心で、点字教科書

を読みながら、また特別支援教育支援員の支援を受けながら、しっかりと授業を受けてお

るということも参観しております。 

 また、この生徒は既に点字ライターも非常に堪能で、先生がしゃべった言葉を点字で記

録していくことも行っており、周りの子どもたちもそれを自然と受け入れて、順調に授業

は進んでおります。 

 ２点目につきましては、例えば美術等の教科書等につきましては、内容が点字にはなじ

みませんので、国もその扱いはありません。これについては学校の立体コピーを活用し、

手に触れて形を認識するようにして学習を進めているという状態でございます。 

 また、昨年度の状況では、「社会」の「地理」につきましては日本ライトハウスに点字

をお願いしております。「地図」においても同様となっております。 

 また、「技術家庭」等におきましては、国が点字教科書を発行することになっておりま

して、割合としては半分程度は国の対応ができているという状況でございます。年々充足

率が上がっている傾向がありまして、今年度も更に充足されるのではないかと思っており

ます。 

 

【百瀨委員長】 他にないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３３号につき、原案を適当と認めることに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「視覚に障がいのある

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

しました。 

 

【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。提案理由を靍原課長より説明願います。 

 

【靍原指導課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第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、ご説明いたします。 

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

議決を求めるものでございます。 

 提案の理由としましては、現在、市内の小学校に対象となる児童が在籍しており、この

児童が学習するに当たり、拡大教科書を使用すること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。 
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 なお、小学校におきましては、全教科につきまして、本市が採用しております教科書と

同一の出版社のものがあるということでございますので、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、はなはだ簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご承認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、何かご質

疑等ございませんでしょうか。 

 

【木下委員】 拡大教科書を必要とする子どもが現在小学校に在籍されているということ

ですが、どのくらいの人数が在籍されているのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 現在の在籍は小学校２年生と５年生ですが、２人とも拡大教科書を使

用して学習をしております。昨年も８月の定例教育委員会におきまして拡大教科書の採択

をいただきました。 

 

【中原教育長】 通常の教科書よりも大きい教科書が無償給与されるということで、拡大

することで判が大きくなる。小学生が体力的に何冊も持ち運ぶことは困難ではないかと思

いますが、その状況を教えていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 各社によって少し取扱いは違いますが、今使っている教科書の拡大版

が子どもたちに付与されます。その場合は分冊という形で、更に細かく区割りをされて、

持ち運びが子どもたちの負担にならないよう配慮がなされております。 

 なお、拡大教科書は、子どもの実態に応じて拡大の倍率が違いますので、種類を選べる

よう配慮もされているところでございまして、更にそれでも足りない場合は、学校のコピ

ー機を使って、拡大するなど工夫して対応しているところでございます。 

 

【百瀨委員長】 他にご質疑等ないようですので、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「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】 さて、本日は、小学校、中学校、点字教科書及び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用されますように、ぜ

ひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で、本日の予定案件は全て終わりますが、この際、委員の皆様方から、何かご発言
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はございませんでしょうか、 

 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。 

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

します。 


