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８月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、８月臨時教育委員会を開催いたします。  

 本日の会議録署名委員に水野委員を指名しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、教科書採択にかかわる案件が３件上程されております。順次審議してまいりま

すので、よろしくお願いいたします。  

 また、この採択に関する教育委員会については、公開で行うことを４月の定例教育委員

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｝ 

 

【中山教育長】 では早速ですが、議事に入らせていただきます。  

 議案第28号「令和２年度使用八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」について審

議いたします。  

 提案理由を仁科指導課長より説明願います。  

 

【仁科指導課長】  それでは、議案第28号「令和２年度使用八尾市立小学校教科用図書の

採択に関する件」について、ご説明いたします。  

 本件については、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により、

次のとおり委員会の議決を求めるものです。  

 提案の理由といたしましては、令和２年度使用八尾市立小学校教科用図書を採択するに

つき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 14条に基づき、本案を提出

する次第です。  

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

【中山教育長】 今年度は、令和２年度から全面実施される新学習指導要領の内容に基づ
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いた小学校の教科書を採択する年であります。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、その権限と責任において採択してまいりた

いと考えております。  

 選定委員会からの答申に至るまでの経過について、ここで確認しておきたいと思います

ので、説明願います。  

  

【仁科指導課長】  平成31年４月22日に令和２年度より使用されます小学校用教科用図書

の採択に当たりまして、八尾市教育委員会より選定委員会に諮問をさせていただきました。  

 それを受けまして、第１回選定委員会を令和元年５月 21日に開催し、選定委員会運営要

領により、調査委員の任命委嘱などについて決しました。  

 また、令和元年７月４日、５日に開催しました第２回、第３回の選定委員会におきまし

て、調査員などの報告書などをもとに慎重に審議を重ね、各教科の答申を作成し、令和元

年７月18日に教育委員会へ答申をしたところでございます。  

 

【中山教育長】 ただいま説明がありましたが、前回の平成 30年度のときは、選定委員会

からの答申をもとに、大阪府教育委員会からの教科用図書選定資料、並びに調査員や教育

研究会、学校からの報告書、また市民からの声も参考にしながら、審議し、採択したとい

うことです。  

 今回につきましても、各委員、既にかなり読み込んでいただいていると思いますが、答

申をもとに審議を進めて採択をするということで、皆様ご異議ありませんでしょうか。よ

ろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議ないようですので、そのように審議を進めてまいりたいと思

っております。  

 それでは、これから 11教科13種目の教科書の検討を進めていくわけですが、教科・種目

の検討を進める順序については、答申の順序で進めさせていただきたいのですが、よろし

いでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 あともう一点、今回採択する教科書にはＱＲコードがついているのです

けれども、この取り扱いについて確認しておきたいと思います。事務局より、このＱＲコ

ードの取り扱いについての説明を先にしていただけますか。  

 お願いします。  

 

【仁科指導課長】  ＱＲコードにつきましては、スマートフォンの機器、また端末で読み

取りますと、各教科書会社のサイトにアクセスできるようになっております。  

 また、現在、読み取りのできる機器や端末は各学校にはございませんので、今回教育セ
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ンターで今後採択いただきました教科書のＱＲコードのリンク集を作成し、各学校がその

リンク集を活用できるようにしていく予定としております。  

 

【中山教育長】 ＱＲコードについては、リンク集を作成して進めていくということです

が、これに関しては事務局、リンク集をつくるということは大丈夫ですね。そのあたり、

お願いします。  

 

【仁科指導課長】  ＱＲコードのリンク先を確認しておりますので、その部分でリンク集

をしっかり作成できると考えております。  

 

【中山教育長】 わかりました。ということで、委員の皆様、これに関してご異議ござい

ませんか。よろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、この後答申をもとに審議を進めてまいりたいと思います。 

 その前に、八尾市教育センターと志紀図書館の２カ所で教科書の展示を行っておりまし

たので、どのような市民のご意見があったのか、その点も先に聞かせていただけますか。  

 塚本所長、お願いします。  

 

【塚本教育センター所長】  令和２年度使用教科書の展示会を、教科書センターおよび志

紀図書館の２カ所で開催いたしました。ご覧になられた方のご意見を幾つか紹介させてい

ただきますと、「資料が豊富でわかりやすく、教科の特色に応じた工夫がされている」や、

「子どもの興味・関心を高める話題や題材が豊富である」、また「国語の教科書で文学作

品が大事にされていると思う」など、教科書の内容に関するご意見ですとか、あとは「新

しく始まる外国語科の教材の内容について」、「５、６年生でどのように扱って授業をす

るのか興味がある」、また「さまざまなテーマが盛り込まれていて、多様な事柄に触れる

機会となり、よいと思う」といった、新しい教科書を使った授業への関心の高さであった

り、期待を込めたご意見等をいただいております。  

 また、閲覧者数ですけれども、法定外・法定展示を合わせてトータル 129名の方にお越

しいただいているという状況でございます。  

 

【中山教育長】  ２カ所に設置いただいて、 129名の方々に見ていただいたということで、

より多くの市民にご覧いただくことができればと考えての設置ですが、委員の皆様、いか

がですか。この件、よろしいですか。  

 それでは、これより 11教科13種目の教科書について審議をしていきたいと思います。各

委員の皆様、数カ月にわたりかなり読み込んでいただいておりましたが、答申も踏まえま

して、活発なご意見を今後お願いしたいと思います。  

 それでは、早速に国語の審議に入らせていただきますので、机上に国語の準備をよろし

くお願いします。  
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 それでは、よろしいでしょうか。  

 先ほども申し上げましたとおり、答申を踏まえまして、「その他について」も含めて、

８つの観点で審議してまいりたいと思っております。  

 １つ目の観点は、取り扱い内容、それから内容の程度についてでございます。 

 私も、各社の教科書や答申を初め、関係する資料を可能な限り見てまいりました。また

この間、先ほども申しましたとおり、皆様も見ていただいてますので、今日はもうぜひ活

発な議論を、今後してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 １の目標・内容の取り扱いについてということで、委員の皆様方、何かご意見ございま

せんでしょうか。早速ですが、よろしくお願いします。どなたからでも結構です。  

  

【村本委員】  今回の改正された新学習指導要領の目標にも示されているのですが、言語

活動を通じて、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成が大切なことだと思

います。  

 この目標の達成に向けて、現在、市内各小学校や義務教育学校はどのような研究を進め

ているのか知りたいのですが、説明をいただけますでしょうか。  

 

【中山教育長】 市内小学校や義務教育学校についてのことですが、現在進めているのを

事務局より説明願えますか。  

 指導課長、お願いします。  

 

【仁科指導課長】  それでは、現在、各学校における国語の研究の状況からご説明をさせ

ていただきたいと思います。  

 各学校においては、言葉を正しく理解する、また自らの考えを書いたり、人とのかかわ

りの中で、ペアワークやグループワーク、討論などさまざまな学習形態を通して伝え合う

力を高め、また思考力、想像力等を養うと、そういった取り組みを進めているところでご

ざいます。  

 また、国語科を中心として学校図書館などを積極的に活用するということで、児童の学

習意欲の向上、語彙力の育成、読書に親しむ態度の育成等に向けて取り組みを進めている

ところでございます。  

 

【中山教育長】 村本委員、いかがですか。よろしいですか。  

 今のことも踏まえまして、ご意見等々ありましたらよろしくお願いします。  

 

【村本委員】  今、読書に関する取り組みの説明もありましたが、読書は知識を身につけ

たり、活字を読むことで思考力や想像力を高めたりするのに必要と考えています。各学校

の取り組みや読書に関する児童の態度など、わかるのであれば教えていただけませんでし

ょうか。  

 

【仁科指導課長】  児童の実態について、アンケート調査の結果から報告をさせていただ

きますと、読書時間については短い児童で10分程度、長い児童では２時間以上とさまざま
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な状況となっております。  

 また、約75％の児童が毎日読書するという結果も出ております。  

 その一方で、読書に親しみのない児童もいるということで、各学校では、授業が始まる

前に朝読書の時間を設けたり、国語を中心にさまざまな授業で、先ほども上げました学校

図書館を活用する、そういった学習活動進めているところでございます。近年におきまし

ては、書評合戦、いわゆるビブリオバトルといったものも行われるということで、読書活

動を盛んに行っていくという取り組みを進めているところでございます。  

 

【中山教育長】 ビブリオバトルに関しては、教育委員の皆様にも教育フォーラム等々で

どういう形で行っているのか見ていただいたかと思うのですが、村本委員、いかがですか。

よろしいですか。  

 他の委員の皆様、何かありましたらお願いしたいのですが。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  ただいま、説明にもあったような取り組みがそれぞれの学

校で進められることが、八尾市の児童の国語の能力の育成や読書習慣の育成につながるの

だと思っています。そうしたことも踏まえると、人とのかかわり合うい設定が多い教科書

や、学校図書館など多く取り扱っている教科書が本市の児童の適しているのではないかと

思いました。  

  

【中山教育長】 本市の児童に適しているのではないかということで、ご意見いただいた

のですが、他の委員の皆様、いかがでしょうか。  

 

【岩井委員】  学校図書館のことについてですが、各社１年生の上巻を比べますと、図書

館という言葉が初めて出てくるのは、東書が 104ページ、学図が78ページ、教出が74ペー

ジ、光村が40ページとなっています。学校の取り組みを考えますと、入学後できるだけ早

い段階で図書館に関する内容があるほうが本市の児童には適していると思います。  

 また、大阪府教育委員会の選定資料の国語21ページには、図書館及び情報機器の取り扱

い数が各社載っていますが、それを見ましても光村は充実していると思いました。  

 

【中山教育長】 今、岩井委員、ページ数を言ってくださったのですが、皆様大丈夫です

か。繰り返さなくてよろしいですか。それぞれに何ページかに出てるということで、お話

しいただいたんですが。よろしいですか。  

 あと、それと大阪府の選定資料は、今21ページ開いていただいて、確認いただいたらと

思いますが、図書館及び情報機器の取り扱い数が各社載っているということで。  

 ほかに意見はございませんか。  

 整理してみますと、取り扱い内容や内容の程度については、伝え合う力の育成に向けた

内容が充実しているということと、児童の読書習慣が育成されるような内容が取り扱われ

ている教科書が本市には望ましいということで、この観点１は置かせていただいてよろし

いですか。  

 そうしたら観点２の人権の取り扱いに移らせていただきます。  
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 人権の取り扱いについて、ご意見あったらよろしくお願いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  八尾市は教育振興計画にも理念として人権と共生の 21世紀

を担う人間の育成と示しているのですが、人権尊重の観点から、選定委員会でどのような

意見が出されたのかを教えていただけますか。 

 

【仁科指導課長】  選定委員会におきましては、どの教科書会社についても戦争や平和に

関する教材を取り扱っていると。また、外国の文化や自然について取り上げている教材が

各社とも見受けられたところです。そういった意味では、どの教科書についても人権に配

慮されたつくりになっているのではないかという意見が出されました。 

 その中で、東京書籍の点字表についての意見が出されました。実際に見ていただきたい

と思うんですけれども、東京書籍の点字表には凹凸がございません。３年生の下巻の86ペ

ージ、こちらで、選定委員会におきましては、点字について学習するときには、凹凸のあ

る点字に触れていくということが非常に大事なのではないかと、意見が出されたところで

ございます。  

 

【中山教育長】 ページ、見ていただけましたでしょうか。ほかの点字について、あわせ

て確認したいのですが、事務局わかりますか。 

 

【仁科指導課長】  光村につきましては、５年生の 251ページ、教出については４年生下

巻の97ページ、学図については４年生下巻の85ページになっております。  

 

【中山教育長】 東書以外はみんなしっかりと点字に凹凸があるということで、確認いた

だけたかと思います。これも含めまして、ご意見ありましたらよろしくお願いします。  

  

【岩井委員】  私が小学校で指導していたころも、目の不自由な方との触れ合いというこ

とで、毎年目の不自由な方とそのボランティアの方に学校に来ていただいて、お話を伺っ

たり、点字を教えていただいたりしておりました。実際に点字をじかにさわって、指でそ

の繊細な凹凸の感触を感じ取って、確かめていくことで、子どもたちはどんどん点字に引

き込まれていって、家に帰ってからも、こんなところにも点字が使われていたよとか、こ

こにもあったよというようなことを報告してくれたりしました。そこからシャンプーとリ

ンスのボトルの区別のことのバリア商品のこと、バリアフリー商品のことですとか、それ

から盲導犬についても調べ学習がどんどん広がっていったという経験があります。  

 ですので、点字の学習では、やはり凹凸のある点字に触れるほうが、子どもたちも興

味・関心を持って学習することにつながると思います。  

 

【中山教育長】 その他、ご意見ございませんか。よろしいですか。  

 人権等の取り扱いについては、題材や文言などが配慮されて、本市の児童生徒、人権課

題に興味・関心が持てるようなものがよいということで。ありがとうございます。  

 ほかに人権の取り扱いについて、よろしいですか。  
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 それでは、組織・配列・分量について、進めていきたいと思っていますが、組織や配列

や分量について、国語科に関してご意見ありましたらよろしくお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  国語の目標の中に、他者とのかかわりの中で伝え合う力を

高めていくといったことが書かれています。それを踏まえて、大阪府教育委員会の選定資

料を見ますと、各領域別の言語活動を取り扱っている箇所数が掲載されています。教出が

全ての領域で一番多いのですが、このあたりは選定委員会で話が出ていたのであれば、教

えてください。  

 

【中山教育長】 教出の領域が一番多いということで、事務局、これに関してお願いしま

す。 

 

【仁科指導課長】  本市の実態から報告をさせていただきますと、本市の子どもたちとい

たしましては、根拠をもとに自分の考えを持って、他者とのかかわりの中で聞き合う、ま

たさらに深めていくといったことについては、引き続きの課題があるという状況になって

おります。そういった意味で、各領域の言語活動に取り組んでいく必要があるといった話

で、選定委員会はまとまったところでございます。  

 

【中山教育長】 今の事務局の説明も含めまして、ご意見ありましたらお願いします。  

 

【村本委員】  ただいまの説明を考慮しますと、やはりさまざまな領域でバランスよく言

語活動に取り組むことが本市の児童の実態に応じているのではないかと思います。そうし

た実態を考慮しますと、教育出版は言語活動に取り組む内容は一番多いのですが、少し書

くことに特化し過ぎているように感じました。 

 

【中山教育長】 書くことに特化しているのではないかというご意見をいただいたのです

が、ほかの委員の皆様、いかがですか。  

 

【水野委員】  各社とも、目次の後に学習内容を示したページがあります。どの教科書も

領域別に示されていて、それを拝見しますと学習する内容がとてもわかりやすく、小学生

にもわかるかなと思います。  

 その中でも、教科書を見ていて、とてもわかりやすく整理されているなと思ったのが、

光村ですね。例えば５年生の教科書ですけど、28ページとか54ページ、28ページですね、

５年生、光村の５年生、28ページ。例えば28ページという、学習というページがあるので

すが、見通しを持って学習できるように、「とらえよう」と、上の青の部分ですね、「と

らえよう」とか「ふかめよう」とか、それから「まとめよう」とか「ひろげよう」とか、

これがフローチャートのように視覚的にぱっと理解できるということは、これ学習方略な

んですけど、学習を進めていくに当たって、何か頭の中にしっかり地図を持って学習がで

きるということで、これは非常に感心いたしました。  
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【中山教育長】 ほかに、この組織・配列・分量についてご意見ございませんか。よろし

いですか。  

 組織・配列・分量については、児童の実態に応じて、学びやすくされているものが望ま

しいということで、次の観点に進ませていただきます。  

 創意工夫をしている点や参考資料の取り上げ方について、ご意見ございましたらお願い

します。  

  

【岩井委員】  教育出版についてですけれども、３年生の上の46ページを見ていただきた

いんですけれども、ここには漢字学習ノートの、漢字ノートの書き方について詳しく説明

をしています。漢字については、実際の場面で正しく意味を理解して活用できるように指

導をすることが求められていますので、このように教科書に例示があるのはいいなと思い

ました。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんか。  

  

【水野委員】  先ほどに引き続いて、また光村ですけど、３年生の上をとってください。

３年生の上の 118ページをあけていただけると、「ポスターを読もう」という単元という

か、教材があります。他社を調べてみますと、調べた内容を発信するという教材なのです

が、光村のこれは、発信の受け手という視点から学習することで、児童がポスターを見て

どう受け取るのかという、といったことを対話的に学習するという工夫が見られます。ポ

スターの情報を比べて、目的や知りたい、知らせたい相手、どういう人たちに伝えたいか

ということを考える学習なんですけども、子どもたちがみずから感じたことを話し合った

り、考えたりするということができるので、主体的な学習により取り組めていけるような

工夫がここに掲載されていると思いました。  

 

【中山教育長】 発信の受け手からの、受け手の視点からの対話的な学習ができるという

ふう。 

 ほかにご意見ございませんか、この創意工夫の部分につきまして。よろしいですか。  

 そうしたら今日的な課題についてということで、観点５に移らせていただきます。観点

５、何かありましたらよろしくお願いします。  

 

【村本委員】  どの教科書も、防災や安全問題などを取り上げた教材があります。また、

情報社会におけるメディアとのつき合い方も取り上げた教材もありました。  

 その中で、学校図書６年生の42ページの「ＡＩと言葉で向き合う」や、教育出版５年上

の112ページの「ＡＩとの暮らし」、ＡＩは題材にしており、今後社会を生き抜いていく

ためにどのような力をつけていくことが求められているのかということを考える教材で、

今日的な課題と結びついていると思います。 

 

【中山教育長】 学校図書と教育出版、ＡＩを取り扱っておられるということで。  

 委員の皆様、ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。  
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 次の観点、６つ目ですね。児童の実態に応じているかどうか。本市の子どもたちの実態

に応じているかどうかという視点で、ご意見願います。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  どの教科書会社も文章や写真とか、イラストが児童の発達

段階に応じたつくりになっているなと思います。また、児童の興味や関心を引くような教

材も多いと思いました。 

 特に、教出は５年生下の88ページですけど、見ていただけますか。ジャングル大帝やち

はやふる、おもひでぽろぽろ、ちびまる子ちゃんなど、マンガを題材にした教材で、読ん

でいて、児童の興味を引くだろうなと思いました。  

  

【中山教育長】 児童の関心・興味を引くということで、ありがとうございます。  

 ほかにご意見ありませんか。  

  

【村本委員】  調査項目の観点１でも話題となりましたが、図書についてですが、大阪府

教育委員会の選定資料の紹介している図書数を見ますと、他社も 450冊程度は紹介してい

ますが、東京書籍が 500冊程度と一番多く紹介しています。紹介数が多いということは、

児童の読書にもつながるのではないかなと思いました。 

 

【中山教育長】 そうですね、図書数の紹介ということで。  

 委員の皆様、よろしいですか。これに関してのご意見はほかにございませんか。よろし

いですか。  

 では、観点７、発展的な学習内容について、ご意見ありましたらお願いします。発展的

な学習内容ということで。  

 

【水野委員】  各教科書を拝見いたしますと、巻末などに発展的な学習につながる資料が

工夫されてまとめられていると感じました。どれも学習の振り返りができるような工夫が

されておりました。  

 

【中山教育長】 巻末にいろんな工夫があったということで、ほかにご意見ありませんか。 

 

【岩井委員】  先ほども図書の紹介数の、数の話がありましたけれども、児童が主体的に

読書の楽しさを味わうことで語彙を増やすだけでなく、思考力や想像力も高まります。東

書が図書の紹介冊数が一番多いということですけれども、ほかの教科書会社も読書習慣に

つながるような図書の紹介をしているページも多くあって、紹介している図書数も、私は

十分だと思っています。 

 

【中山教育長】 ほかに、この観点でのご意見ございませんか。よろしいですか。  

 読書習慣につながるような図書の紹介をしている教科書が望ましいということで。 

 次の、観点８に進ませていただきます。  

 その他について、ご意見ございましたらお願いします。  
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【村本委員】  各社ともＢ判で使いやすそうだと思いました。ノートやプリントなどが児

童の机にあることを想定しますと、コンパクトなのがいいんじゃないかなと思います。  

 

【中山教育長】 Ｂ判のほうがいいというご意見が出たんですが、ほかにご意見ございま

せんか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  使いやすいという観点でいくと、東書と光村は、５、６年

生の教科書が上下巻には分かれていなくて１冊になってるんですね。それについて、選定

委員会ではどのような議論になったか教えていただけますか。  

 

【中山教育長】 高学年が１冊になってるところが２社あるということで。  

 はい、お願いします。 

 

【仁科指導課長】  選定委員会では、教科書が上下巻に分かれているということで、教科

書が軽くなるということはあるんですけれども、先ほど水野委員の話にもございましたけ

ども、１冊になることで年間の見通しを持った学習ができると。また、振り返ったりする

ことができる、そういったメリットが１冊になることであるのではないかという意見でま

とまったところです。  

 

【中山教育長】 それぞれの観点、今、１の取り扱い内容の程度から８のその他の部分ま

で、それぞれにご意見いただいたんですけれども、委員の皆様、ほかにご意見はございま

せんか。よろしいでしょうか。  

 今、それぞれにご意見いただいたことを私でチェックをかけさせていただいたんですけ

れども、観点１の取り扱い内容や内容の程度については、本市で推進している図書館教育

に早い段階から触れることができるということ。 

 それから観点３、組織・配列・分量につきましては、学習の見通しを持ってわかりやす

く学習できるように配列されているということ。  

 それから、創意工夫や参考資料の取り上げ方は、主体的に学習ができるように情報発信

の受けてからの視点で、先ほどありましたように、対話的な学習が進められる。  

 コンパクトで学習の見通しや振り返りができるような印刷製本がされている等々で今、

皆様それぞれに長短言っていただいたんですけれども、この観点別にチェックをかけてい

きますと、光村図書の「国語」が本市の児童にとって最も適した教科書であるというご意

見のように捉えてるんですけれども、委員の皆様、私の捉えで、ご意見ありませんか。よ

ろしいでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 わかりました。それでは、全委員異議なしということで、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。 
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 それでは皆様、国語を片づけていただきまして、書写の審議に移りますので、書写の準

備をお願いします。  

 それでは、書写について審議いたします。また、これにつきましても観点に沿って検討

してまいりたいと思います。  

 まず、１つ目の取り扱い内容、それから内容の程度について、皆様から意見ありました

らお願いしたいと思います。ご準備よろしいですか。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  毛筆についてなんですが、少し気になった点がありました。  

 毛筆は３年生から始まるんですが、初めに横画、次に縦画という順序で習うと思います。

学校図書の３年生の12ページを見ていただけますか。学校図書の３年生の 12ページです。

そこを見ると、「木」という漢字が出ているんですが、縦画と払いが一緒になっています。

本市の児童の実態と照らし合わせると、どうでしょうか。選定委員会では、この点に関し

て意見は出ましたか。 

 

【中山教育長】 縦画と横画のこと、意見出ていますか。  

 はい、お願いします。 

 

【仁科指導課長】  選定委員会においても、今、御喜田委員からご指摘がありましたよう

に、縦画と払いが一緒になっているというのは子どもたちにとっては難しいのではないか

という意見が出たところです。  

 

【中山教育長】 縦画と横画、御喜田委員、いかがですか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  わかりました。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見ありましたらお願いします。よろしいですか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  すみません、次に、確かにほかの教科書を見てみると横画

は漢字の「二」というのが多いです。その次は「川」や「土」といった縦画の漢字で、か

つバランスのとりやすい漢字なので、学図の「木」というのは、やっぱり毛筆のなれてい

ない子どもたちにとっては、難しいかもしれないと思います。  

 硬筆は、各社を見比べると、学図は教科書に書き込むものが多いという印象を受けたの

ですが、その点についてはどうでしょうか。  

 

【中山教育長】 教科書に書き込むことが多いというあたりですが、確かに教科書に書き

込むところは多かったですね。  

 

【岩井委員】  ３年生から始まる毛筆指導ですけども、学図以外は、初めに横画が来て、

次に縦画、それから払いという順序の学習になっています。光村の書写の３年生を見てい

ただきたいんですけれども、光村は横画、縦画の次に、横画と縦画合わせた折れがあって、
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その次に払いなんですけれども、それも左払い、右払いと分けた細かい学習順序になって

います。  

 そして、お手本となる漢字としても、初めに「二」、それから「土」、「日」、「木」

を選んでいます。毛筆経験の少ない児童を考えますと、より系統的に学ぶことができると

思います。 

 

【中山教育長】 確かに、具体的に言っていただいて、そうですね。  

 何か、ほかにこの件に関してないですか、縦画。  

 続けて、お願いします。  

 

【岩井委員】  もう一つよろしいでしょうか。先ほど国語の教科書が採択されましたけれ

ども、国語の教科書と書写の教科書は同じ教科ということで、相互に連動しています。し

まわれましたけども、国語の、光村の１年上巻、14ページと15ページを見ていただいたら

わかったんですけども、それと、光村の書写１年生の４ページから７ページを見ていただ

いたらわかるんですけれども、４ページから７ページ。「鉛筆の持ち方」、それから「字

を書く姿勢」、６ページ、「書くときの姿勢」というものがあります。それについて見て

いただきますと、国語と書写が連動しているのがよくわかると思います。書くときの姿勢

も、「足はぺったん、背中はぴん、おなかと背中にグー１つ、紙押さえてさあ書こう」と

いうふうなことを書いてます、そんなことも、国語と全く同じことが書かれています。  

 それで、国語が光村なら、書写も連動してつくられている光村が本市の子どもたちには

適しているのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 取り扱い内容や内容の程度については、ほかにご意見ありませんか。  

 次の観点で見ていただいていいですか。人権の取り扱い等々について、そうしたら２つ

目の観点でお願いします。  

  

【水野委員】  どの教科書会社も人権に配慮されたつくりにされていると思うのですけど、

ちょっと気になったのが、学校図書の書写の１年生をめくっていただくと、いろんなイラ

ストが載ってるんですけど、昨今のジェンダーのいろんな流れから見ると、女の子は赤系

のスカートで、男の子は青系の服を着ているというイラストがあって、多様な性への支援

が必要になってくる学校においては、少し固定観念につながっていくおそれがあるんじゃ

ないかなと思って、気にはなりました。  

 

【中山教育長】 ジェンダーフリーという視点で、イラスト等々に気になるところがあっ

たというご意見をいただきました。  

 ほかの委員の皆様、この人権の取り扱いという観点ではいかがですか、よろしいですか。  

 そうしたら、書写、次の組織・配列・分量について、ご意見お願いします。どなたでも

結構です。  

 

【村本委員】  分量についてなんですけども、日文の４年生の硬筆についてですが、硬筆
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の分量が他社より明らかに少ないと思います。毛筆は十分にあると思いますが、硬筆、毛

筆のバランスのとれているほうが児童にとってはいいのではないかと思うのですが、選定

委員会では何か意見は出たのでしょうか。  

 

【仁科指導課長】  選定委員会におきましては、各学校で毛筆のとめ、はね、払い等を硬

筆にも生かして指導するといった学習が行われていると。そうした点から、毛筆と硬筆の

バランスはとれているほうが望ましいという意見があったところです。 

 

【中山教育長】 村本委員、よろしいですか。  

 

【村本委員】  ただいまの事務局の説明のように、毛筆のとめる、はねる、はらうといっ

た点を硬筆に生かすように指導が行われているのであれば、やはりバランスのとれた教科

書のほうが本市の児童には適していると思います。  

 

【中山教育長】硬筆の量ということですね。ほかにお願いします。  

 

【岩井委員】  あと、そうした指導を行うのにも漢字表というのを活用すると思うんです

けれども、各社とも巻末に漢字表っていうのがついています。３年生の巻末の漢字表を見

ていただきたいんですけれども、各社、毛筆と硬筆の両方を載せているんですけれども、

教出には毛筆の記載がありません。本市の書写の指導を踏まえますと、毛筆、硬筆ともに

漢字表に記載されているほうが、本市の児童には適しているのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 そうですね、巻末の部分ですね。ほかにご意見ないですか。  

次の観点、行かせていただきます。創意工夫をしている点や参考資料の取り上げ方につ

いて、ご意見ありましたらお願いします。  

  

【水野委員】  １年生の各教科書を拝見いたしますと、教科書の巻末に学図以外は水書用

シート、水筆ですよね、がついているんですね。例えば光村もそうですけど、水筆ってい

うのがついています。このシートがあると、十分に多分毛筆に親しんでから、毛筆の学習

に移ることができると思うので、いい準備になると思いました。 

 

【中山教育長】水書ということで、これは確かに学図にはなかったですね。  

 はい、お願いします。 

 

【水野委員】  教育出版の１年生の３ページですけども、１年生の３ページのところに、

消しゴムの使い方が載っているんですよ。さっきも姿勢の話があったんですけど、結構学

校とか回っていますと、消しゴムを使えずに、そこで落とした何だって、子どもたちが収

拾できない環境になっていくので、やっぱり姿勢とかそういうことはすごく重要で、ノー

トやプリントが破れたりとかそういうことがあるので、１年生のうちから指導できるのは

とてもいいと思いました。  
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【中山教育長】 これ、消しゴムの使い方が載っているのが唯一教育出版だったというこ

とで、事務局もそのあたりは確認してもらっているんですよね。  

 ほかにご意見ないですか。観点４はよろしいですか。  

 そうしたら、今日的な課題についてご意見いただいたらと思いますが、今日的な課題で

何かご意見ございませんか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  教育出版の３年生を見ていただいたらわかると思うんです

けど、セーフティー教室で学んだことっていうところで、自転車の安全な乗り方について

取り扱いがありました。安全教育っていう点でこのことに触れるのはいいなと思いました。 

 また、東書の５年生の22ページを見ていただけますか。そこでも、「防災マップをつく

ろう」という内容になっていて、防災を題材にしているので、今日的な課題という点では

いいかなと思いました。 

 

【中山教育長】 確かに、今日的な防災という観点も取り扱っておられるということで。 

 ほかに、この観点ではよろしいですか。  

  

【水野委員】  防災のつながりということで言いますと、日文の５年生の36ページを見て

ください。５年生の36です。ここにも防災を取り扱った教材が載っていますし、光村出版

も、６年生の 24ページですね、バリアフリーについて取り上げた教材が載っているので、

これも今日的な課題ということで、子どもたちがいろんな側面に気づけるのではないかと

思いました。  

 

【中山教育長】 観点５、よろしいですか。  

それでは、次の観点の児童の実態に応じているか、本市の児童の実態に即して段階的に

学習できるかどうかも含めまして、ご意見ありましたらお願いします。  

  

【岩井委員】  先ほども申し上げたんですけれども、光村の３年の毛筆を見ていただいた

らわかるんですけれども、光村は横画、縦画、次に折れ、左払い、右払いという順序にな

っています。毛筆経験の少ない児童が多くいることを踏まえますと、既習事項を繰り返し

定着させながら、スモールステップで字の難度を上げていくほうが本市の児童には適して

いるのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 スモールステップで難度を上げていくという点でという視点で見ていた

だきましたが、ほかにご意見ございませんか。 

 

【水野委員】  各社の教科書を拝見していますと、実際の生活に結びつくような題材、教

材がありました。手紙とか原稿用紙の書き方というようなことです。 

 あと、１年生で、さっき消しゴムの話したんですけど、鉛筆の持ち方というのは実は私

は非常に重要だと思っていて、鉛筆を正しく持てないということから、学習の集中を著し

く阻害するみたいなことはありますよね、学校現場に行くと、そういうことはすごくある
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ので、そういうのをイラストでわかりやすく示されているというのは、非常に工夫を感じ

ました。  

  

【中山教育長】 そうしたら、次の発展的な学習内容については、ご意見ありませんでし

ょうか。書写の中で、発展的な学習内容について。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  日常の中で使えるような題材という視点で見ました。どの

教科書会社も、平仮名や片仮名、漢字の一覧があって、どれも学習の振り返りができるよ

うに配慮されていたと思っています。 

 また、先ほども水野委員から意見として出たんですが、手紙やはがき、封筒の書き方も

載っているので、これらは日常の中で活用していくためには必要なことだと思います。  

  

【中山教育長】 各社とも、もう巻末にしっかりと配慮されて、振り返りができるように

されているということと、日常の中で活用できるということ、大切だということのご意見

いただきましたが、その他にも移らせていただいていいですか。よろしくお願いします。  

 その他、いろんなご意見いただけたらと思うんですけれども、書写という観点で見てい

ただいたときに、いかがでしょうか。  

 

【村本委員】  教科書の大きさですけども、１社、東書だけがＡＢ判と大きいのですが、

毛筆のことを考えたとき、机の上に教科書、それから毛筆の用意となるとやはり教科書は

コンパクトなほうが使いやすいのではないかなと思いました。 

 

【中山教育長】 ＡＢ判が東書ということで。よろしいですか。  

 ほか、ご意見ありますか。 

  

【御喜田教育長職務代理者】  すみません、教科書の表紙を見比べてください。表紙を見

ると、教出、光村、学図は書写をイメージしたイラストになっているんですが、何の教科

書かわかるようになっているのがいいなと思いました。  

  

【中山教育長】 見たときに、書写をイメージするという表紙になってるという視点で見

ていただきましたが、ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。  

 今、書写についてずっと観点別に、見ていただいたんですけど、縦画と払いが一緒に扱

われているものがあったり、順序よくやられているものがあったりという意見。 

 ジェンダーフリーの話。  

 それから漢字表の毛筆がある・なし。 

 硬筆の分量が多い・少ない。 

 それから水書用のシートがある・なし。 

 消しゴムの使い方。 

 防災の観点とか今日的な課題の取り扱い。 

 それから系統立てた毛筆の学習ができるものがあるということ。 
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 それからサイズの問題とか表紙とか、いろいろご意見いただいて、今、私の手元でそれ

でチェックをかけていきますと、光村図書の「書写」が最も適した教科書であるんですが、

この点皆様いかがでしょうか。光村図書で選ばせていただいてよろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、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、光村図書出版株式会社の「書写」を採択することが適当と決しました。  

 それでは教科書を入れかえさせていただきます。社会をお願いします。  

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に社会について審議させていただきます。 

 社会も、同じように観点別に見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。  

 最初、取り扱い内容や内容の程度について、よろしくお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  新しい学習指導要領では、第３学年と第４学年の学年別に

示されて、それぞれの学年で学習する内容が明確に示されることになりました。それぞれ

の学年の目標において、「学習の問題を追究・解決する活動」が記述されていて、個々の

問いから話し合って学習課題をつくりまとめる内容がいいのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 個々の問いから話し合って学習課題をつくっていくような、そういう教

科書がいいということでご意見いただいたんですが、その他にご意見ありますか。 

  

【水野委員】  ３つの教科書会社、話し合いの場を示す内容を重視ということ、話し合い

の場を示すということを重視されているんですけども、子ども一人一人の素朴な問いから、

話し合って学習問題をつくって、それらを解決するために調べてまとめる道筋がはっきり

してるというふうに整理されています。  

 その中でも日文ですね、日本文教出版、開いていきますと、何かクエスチョンマークみ

たいなことで、キャラクターの吹き出しがついていて、疑問に思ったこととか、気づいた

ことが整理されていて、児童には非常に伝わりやすい内容になっていると感じました。  

 

【中山教育長】 そうですね、吹き出し等でかなり児童には捉えやすい部分があるかと思

います。  

 取り扱い内容の部分につきましては、ほかにご意見ありませんか。次に人権等々の取り

扱いについてご意見いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。  

  

【村本委員】  どの教科書会社も、人権に配慮されたつくりになっているのではないかな

と思いました。日文では６年生のページ16に、それと教育出版６年生のページ23、この２

つのところに障害者差別解消法を取り上げていますが、人権を守るための重点課題として、

取り扱いのあるほうが望ましいと思いました。 
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【中山教育長】 ほかに、人権の観点では。  

  

【岩井委員】  外国との関係については、各社取り扱いがあります。見ていただきたいん

ですけども、東書では４年生の156、157では、外国の人たちとともに行う防災訓練という

のがあります。それから、戻っていただきたいんですけど、 152、153ページには、スポー

ツや文化による国際交流が取り上げられています。  

 次、教出を見ていただきたいんですけども、教出は６年生の253ページ、253ページで在

日外国人の人々とともに地域社会をつくっていく事例を取り上げられています。それから、

日文では、４年生で180ページから、外国人への支援活動などを通じた多文化共生のまち

づくりなどを取り上げられています。いずれも、外国との関係については各社取り扱いが

あります。  

 

【中山教育長】 八尾市の実態からして、共生していくということでの視点、とっても大

事かと思いますので、ありがとうございます。  

 ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。  

 次の観点の、そうしたら組織・配列・分量について、社会科、よろしくお願いします。  

  

【村本委員】  どの教科書会社も各学年の目標や内容を踏まえて、教科など横断的な視点

も含め、効果的な指導が行われるよう組織、配列されています。総ページ数や内容項目な

ども特色があると思いますが、まず気になる点として、東書が５、６年生の教科書が２冊

に分けられていますが、さまざまな視点があると思うのですが、いかがかなと思います。

選定委員会ではどのような議論がされたのか、教えていただければと思っております。  

 

【中山教育長】 東書が５、６年生教科書を２冊に分冊しているということで、これは何

か意見出てましたか。 

 

【仁科指導課長】  選定委員会においては、この東京書籍の５年生、６年生の教科書が２

冊に分かれているということで、活用できる写真やイラストが多く掲載できているという

ことのある一方で、やはり歴史や公民、国際社会、これらの分野については１冊にまとめ

ていることで各分野を相互に関連づけた学習ができるので使用しやすいのではないかとい

う意見が出たところです。  

 

【中山教育長】 確かにそうですね。社会では通して見るということも結構あるので。  

 ほかに意見はいかがですか。  

  

【水野委員】  今、仁科課長に説明いただいたところなんですけれども、もちろん教科書

が軽量になってるというのは持ち運びには非常にメリットなんですけども、社会科という

授業を考えてみると、歴史、公民、地理、産業、そういうことも結びつけて学習すること

がより効果的な学習になると思います。そういうカリキュラムマネジメントの視点も踏ま

えると、歴史、公民、国際社会が１冊にまとめられているほうが、結果的には子どもたち
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にとって学習内容が理解しやすいのではないかと感じました。  

 

【中山教育長】 この組織・配列・分量等々につきまして、ほかにご意見ありませんか。  

 次に進ませていただきます。  

 創意工夫の点や参考資料の取り上げ方についてはいかがでしょうか。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  各教科書会社とも題材に学習の作業的、体験的な作業をの

取り扱いがされていて、主体的・対話的で深い学びが実現するように工夫されていると思

いました。児童からの視点で言うと、例えば歴史分野で、縄文時代と弥生時代を比較する

写真があるんですが、東書の６年の歴史編の 12ページから 15ページと、日文の６年生の54

ページから56ページ、これは見開きでそれぞれの時代を比較することができて、とても見

やすいと思いました。 

 

【中山教育長】 見開きで工夫されてるというご意見いただきましたが、ほかにこの創意

工夫の部分、何かご意見ありますか。よろしいですか。  

 では、次の今日的な課題ということで、よろしくお願いします。  

 

【岩井委員】  近年、地震とか自然変災が頻発していますけども、防災を題材にした教材

は、本市の児童にとっても欠かすことのできないものだというふうに思います。大阪府教

育委員会作成の選定資料の、社会の19ページを見ていただきたいんですけども、それを見

ますと防災については日文が資料等、豊富に扱っています。  

 また、東書では情報モラルとして５年生でインターネットの利用で起こる問題の例や、

６年生で国際交流の分野を詳しく取り扱っています。それから教育出版では、６年生で高

齢者、障害のある人などを支える取り組みについて取り扱っています。本市の児童にとっ

て、どの分野に重点を置くかというのも選択条件になると思います。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、それぞれが本市の児童にとってどの分野に重点を置くのが

妥当かということも皆様見ていただいているかと思いますが、この件に関してご意見よろ

しいですか。  

 次の、児童の実態に応じているかとも重なりますので、今、岩井委員が言っていただい

たことも踏まえて、６の本市の実態に応じているかどうかを踏まえてご意見いただけたら

と思います  

 

【水野委員】  各教科書会社、子どもたちが学習に興味・関心がより引かれるように、生

活場面に注目した教材や吹き出しを掲載しているという、そういう工夫がされています。  

 その中でも、日文は関西の地域を取り扱う資料が多くて、例えば、５年生の 179ページ

の絵を何か、写真を見ていただくと見なれた風景ということで、東大阪の工場のことが載

っていますよね。それから、 248ページをめくっていただけると、大和川のことで堺市の

取り組み何かが載っていて、多分本市の小学校の子どもたち、大和川に遠足に行ったりし

てると思うんですけど、かなり子どもたち関心があって、それから４年生にもそうなんで
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すけど、42ページを見ていただけると、大阪府の浄水場が出てくるんですよね。ここも、

身近な問題を関連づけてということであると、関心が持ちやすいし、それから総合学習と

かさまざまなことで横断的に、横ぐしと言ったりしますけどね、教科の縦ぐしじゃなくて

横ぐしで横断的に学習を進めることができるのではないかと感じました。  

 

【中山教育長】 ほかのご意見はありませんか。確かに、日文、大阪についての取り扱い

大変たくさんいただいているので、八尾の子どもたちにはなじみがあるものがたくさん取

り上げられているかとは思います。  

 それでは、発展的な学習の内容についてもご意見いただけたらと思いますが。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  

 家庭学習で、デジタルコンテンツの発展的な学習の資料や教材があることは、それぞれ

インターネット環境も違って、取り扱いには差が出る難しい点もあるとは思うんですが、

子どもたちが自主的に関心を持って学習をするには効果的なんじゃないかなと思います。  

 

【中山教育長】 確かに、教科書もどんどんデジタルコンテンツの発展的な学習が取り扱

われているという視点で見ていただいたかと思いますが。よろしいですか。  

 ほか、ご意見ないですか。  

 じゃあ最後に、その他の観点で、どんな視点でも結構ですのでご意見いただけたらと思

います。  

 

【村本委員】 先ほどの議論に出てましたが、東書の５年、６年生の教科書が２冊に分か

れているということについて、表紙を見ますと、同じレイアウトが同じような配色でわか

りにくいという印象を持ちました。  

 また、授業の単元の切りかえ時でも、忘れ物などの懸念があるのではないかなというこ

とを感じました。  

 

【中山教育長】 歴史編と政治・国際編とに分かれてるんですが、６年では。写真は違う

んですけど、レイアウトは似てるので、間違いやすいのではないかというご意見をいただ

きました。  

 ほかに、その他で御意見ございませんか。よろしいですか。  

 それでは、それぞれの観点見ていただきましたので、ちょっとまとめさせていただきま

す。 

 人権等の取り扱いに関しては、障害者の差別解消法など、人権に配慮した内容が取り扱

われている。 

 それから、１冊にまとめられており、各分野に連携づけて学習ができるもの。 

 それから、資料を比較して作業的、体験的な作業がしやすく、問題解決的な学習展開に

つなげていけること。 

 それから、大阪という関西の地域を取り扱う資料が多いほうがいいだろうということ。 

 また１冊、先ほど申しましたように１冊にまとめられているほうがいいということで、
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皆様のご意見を総合的に勘案しますと、日文が本市の児童にとって適した教科書であると

いうふうに、私のチェックではそうなるんですが、いかがでしょうか。よろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 そうしましたら、全委員ご異議なしと認めて、社会の教科用図書につき

ましては、日本文教出版株式会社の「社会」を採択することが適当と決します。よろしく

お願いします。  

 それでは、教科書を入れかえていただきまして、地図２冊ですので、このまま行ってし

まいます。よろしいですか。  

 では、観点の１つ目に進ませていただきます。  

 取り扱い内容や内容の程度につきまして、社会科の目標達成のために適切な内容になっ

ている地図帳であるかという視点で見ていただけたらと思います。  

 また、これはずっと４年間使用するので、児童の発達段階に応じた地図表現、それから

配列等々工夫しているかという視点で見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願

いします。どなたからでも結構ですので、ご意見よろしくお願いします。  

  

【岩井委員】  新しい学習指導要領では、第３学年からの地図の学習の導入が示されてい

ます。地図帳どちらも見ていただきたいんですけども、東書では鳥瞰図から地図へと視点

を変換させる工夫がされています。  

 帝国書院では地図の約束、９ページを見ていただいたら、地図の約束について、方位や

地図記号、距離の求め方をわかりやすく解説してあり、それからまた地図の縮尺について

も事項が精選されていて、３年生が導入で活用されやすい地図が別についています。例え

ば18ページです。３年生でもわかりやすい地図が別に用意されています。どちらの教科書

も４年間を見通したものであって、ほかの教科でも活用しやすく作成された地図帳じゃな

いかと思います。 

 

【中山教育長】 ほかに、よろしいですか。次の観点に進ませていただいていいですか。  

 人権の取り扱いということで、ご意見いただけたらと思います。地図帳においてもやっ

ぱり人権等々の視点で見ていただけたらと思いますので。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  人権尊重の観点について、地図帳も見させていただきまし

た。 

 東書の54ページを見ていただきたいのですが、北海道の地図が見開きでばんと大きく載

っているんです。ここに、北海道の地図に、アイヌ語に由来した地名などにも触れていま

した。 

 帝国書院では、１ページに世界の国々の「こんにちは」の言語を紹介していて、それぞ

れ国際理解や地名の成り立ちについて考えるような資料が取り扱われていたと思います。 

 

【中山教育長】 ほかに、人権の観点でのご意見はありませんか。よろしいですか。  
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 はい、お願いします。 

 

【村本委員】  地図帳はいろんな色が使われ、たくさんの情報が掲載していますので、見

やすく工夫されているほうがいいのではないかなと思います。その点で、帝国書院は色な

どすっきりしていて見やすいと思いました。 

 また、調べてみますと、ユニバーサルデザインの観点から、帝国書院はＵＤフォントに

加えて、都道府県名等には「とめ・はらい」が正確なＵＤ学参フォントを独自に使用して

いまして、いいなと思いました。 

 

【中山教育長】 フォントまでしっかり見ていただいて、ありがとうございます。  

 ほかの委員の皆様、いかがですか。確かに見やすいですよね。  

 それでは、観点３に移らせていただきます。  

 組織・配列・分量についても、よろしくお願いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  どちらの教科書会社も日本の地方図と都市圏図、それから

世界全図、世界の州ごとの地図や資料図、統計資料、索引と系統的に配列されていて、ど

の学年の学習内容にも活用できるようになっていると思います。 

 

【中山教育長】 ４年間、どの学年の学習内容にも活用できるということで見ていただき

ましたが、ほかにご意見ないでしょうか。  

  

【水野委員】  先ほどの観点で、北海道の地図について議論をされたと思うんですけど、

東書の53ページを見てください。それから帝国の69ページを見比べていただきたいんです

けど、どちらも北海道の地図でございます。ただ、見ると、どちらも 160万分の１の地図

なんですけども、東書のほうが情報量が多いのですが、帝国書院は次のページに 100万分

の１に拡大して情報量もふやした地図を載せています。このような工夫が帝国書院にはあ

りました。見やすく、児童の実態に応じた配列になっているんじゃないか思いました。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんでしょうか。創意工夫や参考資料の取り上げ

方等々も含めて言っていただいたらと思います。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  児童が親しみやすく工夫された資料という視点で見させて

いただきました。  

 東書では、各ページのキャラクターのコメントが地図帳を活用して調べる際の手がかり

になっていて、児童の意欲を喚起するように工夫されているというように思いました。帝

国書院のほうでは、「地図マスターへの道」でクイズを通して地図帳を活用したり、方位

や地図記号で書き込み欄が設けてあるんですね。そういうのが、児童が主体的に興味を持

って学習するように工夫されていると思いました。  

  

【中山教育長】 どちらの教科書も、かなり子どもたちが興味・関心を持つように創意工
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夫されているということで。  

 ほかにご意見ないでしょうか。  

 

【岩井委員】  最初の「地図の見方」で、東書は 11ページ、帝国書院は７ページを見てい

ただきたいんですけども、それを見比べていただきますと、東書は関東地方の地図を扱っ

ているんです。帝国書院のほうは、今年世界遺産にも認定されました大阪府堺市の大仙古

墳の地図を取り扱っています。関西の資料が巻頭にあることで、児童は親しみを持って地

図の学習に入っていけるのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 細かいところまでしっかり見ていただいて、確かにそうですね。  

 ほか、よろしいでしょうか。  

 次の今日的課題も含めて、ご意見いただけたらと思います。２社ということで、しっか

りと見比べることができるかと思いますが、今日的課題の取り扱い等々についてはいかが

でしたでしょうか。  

 

【村本委員】  大阪府教育委員会の選定資料の地図、ページ８を見ていただくとわかるの

ですが、防災について、帝国書院はページ91から94で、自然災害から身を守る方法につい

て考えたことを表現できるよう、防災マップづくりの手順が示されております。  

 また、東京書籍はページ97、99で自然災害から身を守る方法について考えられるよう、

ハザードマップを見る際、注目する点を示していて、どちらも深く取り扱われておりまし

て、よいなと思いました。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんでしょうか。  

 次に、本市の実態に応じているかどうかについてもご意見いただけたらと思います。  

  

【水野委員】  先ほど、村本委員も言及されていた大阪府教育委員会の選定資料の地図の

ところの８を見ていただくと、帝国書院が全体的に学習内容に関連した資料の箇所が多い

です。分量について、この表を見てみますと、東書は６年生の学習内容の歴史と関連づけ

て扱っている資料が多くて、帝国書院は防災関連、また産業・運輸・貿易関連の内容を多

く取り扱っていて、児童の興味を呼び起こすような記述であると感じました。  

 

【中山教育長】 そうですね、産業・運輸・貿易関連の資料というのも必要かと思います

ので。ほかにご意見ありませんか。よろしいですか。  

 発展的な学習内容についての観点で、ご意見ありましたらお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  どちらの教科書も、児童が発展的に学習できるように、統

計資料グラフなど掲載されていました。 

 東書の83ページを見ていただけますか。それと、帝国書院の103ページも同じように見

てください。その２つを見ていただくとわかるんですが、ほかの教科と関連させて地図帳

が活用できるように取り扱われています。統計資料は、インターネットを活用して学習で
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きるページも同じくあります。こうした資料が豊富にあることで、児童の学びが深まると

思います。  

 

【中山教育長】 統計資料の豊富にあるものが児童にはよいということで、ご意見いただ

きましたが。  

 発展的な学習内容について、ほかにご意見ありませんでしょうか。  

 それでは、その他の部分でご意見いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。  

  

【岩井委員】  ２社とも４年間の使用に耐える丈夫な製本仕様になっていて、軽くて丈夫

な地図専用用紙を開発して、使用しています。その中で、帝国書院の表紙をさわっていた

だくとわかるのですけれども、表面の摩擦や汚れを防ぐためにシートを張っています。４

年間の使用を考えますと、汚れなどにも工夫された教科書のほうがいいと思います。  

 

【中山教育長】 しっかり細かいところを見ていただいて、確かにこれ、シート張ってあ

るんですよね。他の委員の皆様、ちょっと手で触れていただいたらわかるかと思いますが。  

ほかにご意見ないでしょうか。よろしいですか。  

 今、皆様にいただいた意見でチェックかけますと、４年間の児童の発達段階に応じた地

図帳であること。 

 それから、全ての児童が見やすいフォントを工夫して使用している、ＵＤフォントとい

うご意見が出てたんですけれども。  

 それから、児童の実態に応じたわかりやすい地図の組織・配列がされている。 

 それから、巻頭などに児童に親しみやすい関西の資料が載っている。  

 最後に、丈夫で汚れにくい表紙が工夫されている等々踏まえまして、本市の児童、総合

的に見まして、帝国書院の「楽しく学ぶ小学生の地図帳」が本市の児童にとって適してい

る、最も適しているということで、よろしいでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員ご異議なしと認めます。よって、地図の教科用図書に

つきましては、帝国書院株式会社の「地図」を採択することといたします。  

 皆様、休憩、大丈夫ですか。続けてよろしいですか。  

 そうしたら続けさせていただきます。社会と地図を直していただいて、算数、広げてい

ただいてよろしいでしょうか。  

 算数は６社ということで、それでは審議に入らせていただきます。準備よろしいですか。  

 それでは、これも観点別に早速ご意見いただきたいと思います。  

 まず、観点１の取り扱い内容や内容の程度についてご意見いただけたらと思いますので、

よろしくお願いします。どなたからでも結構です。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  各教科書を見ると、基本的な知識や技能、それからそれを

習得する視点、また、主体的・対話的で深い学びというのを意識していて、個人で考える
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発問やペアやグループで考える発問、クラス全体で考える発問などが多く取り入れられて

いて、全て工夫されていたと思いました。 

 

【中山教育長】 ６社ともそういうことがしっかり工夫されているということで。  

 ほかにお願いします。 

 

【岩井委員】  各社の教科書を見ていますと、「めあて」や「まとめ」のマークがいろい

ろ出てくるんですけれども、教科書の目次のページを見ますと、教科書の使い方が各社、

上巻にはあるんですけれども、東書と啓林館を見ていただきますと、下巻のほうにもそれ

があります。マークがあることで児童が見通しを持って学習することにつながると思いま

した。 

 

【中山教育長】 東書と啓林館は、下巻にも上巻の目次があるということで、ありがとう

ございます。  

 他にご意見ありませんか。  

 次の人権の観点で取り扱いについてご意見いただけたらと思います。先に進ませていた

だきます。  

 はい、お願いします。 

 

【村本委員】  人権尊重の観点について、各教科書を見ると工夫して取り扱っておられま

した。大日本、学図、啓林館、日文については、さまざまな人種の子どものイラストを掲

載されており、本市の実態における日常生活と結びついていると思っております。  

 

【中山教育長】 確かに、本市たくさんの国の子どもたちがともに学んでいますので、い

ろんな国のお子さんがイラストの中に掲載されているというのはすごく大事なことだと思

います。  

 はい、お願いします。 

 

【水野委員】  村本委員のご発言に関連するんですけども、啓林館を見ていただきたいん

ですけど、啓林館２年の上の 11ページ、例えばそこでは車椅子を使用している子どものイ

ラストが掲載されていますし、同じ啓林館の６年生の 66ページ、分数の割り算のところな

んですよね、 20キロの道のりの車椅子で走るマラソンということで、時速何キロで走りま

したかって、なかなか皆様つまずくところなんじゃないかと思うんですけども、問題文も

車椅子のマラソンということで、写真も掲載されているということで、こういうところか

ら子どもたちの人権尊重の意識というものも高揚できるんじゃないかと思いました。  

 

【中山教育長】 他に、この観点でのご意見ございませんか。よろしいですか。  

 では、観点３、組織・配列・分量についてご意見いただけたらと思いますので、お願い

します。  
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【御喜田教育長職務代理者】  どの教科書会社も、児童の発達段階を考慮した分量となっ

ていると思いました。その中で、東京書籍の１年生なんですが、ここだけ２冊になってい

るんです。１年生の初めの２単元を分冊として、サイズの大きい本にして、書き込みなが

ら学習できるように、丁寧に学習できるように工夫されているなと思いました。入学当初

の児童の発達を考えると、使いやすくて児童の実態に応じているのではないかと思いまし

た。 

 

【中山教育長】 東書の１年生だけ判が大きくなってるということで、ご意見いただいた

んですが。  

 他の委員の皆様、何かありましたら。  

  

【岩井委員】  各社とも年間を通して、各領域をバランスよく学習できるよう配列されて

いると思います。巻頭の目次なんですけども、そこにはそれまでに学習した関連単元が示

されていて、系統性がよくわかるようになっていて、いいなと思いました。  

 

【中山教育長】 巻頭の目次に関連単元が明示されているということで、とっても大事な

ことだと思いますが。  

 他にご意見ありませんか。  

 児童の発達に即して、分量が配慮されている教科書が望ましいということでよろしいで

すか。 

 それでは、創意工夫をしている点や参考資料の取り上げ方について、ご意見いただけた

らと思います。よろしくお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  １年生の表紙をめくったところを見たのですが、東書、大

日本、啓林、日文は幼児期の遊びの中で育まれた数に関する子どもの学びを、学校の授業

での学びにつながるような写真やイラストで示されています。本市では、幼児教育の学び

を小学校へ接続していく取り組みも進めているので、こうした幼児期から小学校への接続

を意識したイラストや写真があるのは、本市の児童にも適しているんじゃないかなと思い

ました。 

 

【中山教育長】 確かに、就学前教育については、うちは小学校１年との接続ということ

でかなり市長部局とも連携してやり込んでいる部分なので、写真やイラストでこうして入

るというのはすごく有意義かと思いますが。  

 委員の皆様、ほかにご意見ございませんか。 

 

【村本委員】  今の話とも少し関連すると思うんですけども、６年生の教科書全てですけ

ども、最後のほうを見ますと、中学校の数学の紹介や体験などを取り扱っております。小

から中への接続といった観点は、どの教科書にもあるんだなと思いました。  

 

【中山教育長】 全ての教科書、小から中への接続についても取り扱っておられますね。  



－26－ 

【水野委員】  関連するんですけども、接続ということで、さまざまな工夫がされていて、

例えば、東書の４年生上の63ページ、４年生上の63ページ、めくっていただけると、「今

日の深い学び」ということで、右のほうに少し色が変わってコーナーがあって、自分で考

えたり、対話したりして学びを深めていく内容が構成されています。そのほかにも、キャ

ラクターの吹き出しとかがあって、学ぶ際のヒントになるので、意欲的に算数に取り組め

るような工夫がされてるなと感じました。  

 また、教育出版６年生の17ページの下に「算数メモ」でオレンジの点線で囲ってあると

ころがあるんですけども、算数用語ですね、Ｘと、Ｘ。間違えないようにみたいなことで、

そういう工夫がされています。  

 それから、学校図書なんですけど、４年生の表紙をめくっていただくと、キャラクター

がかなり書いてあるんですけども、子どもたちになじみやすいように、考え方をキャラク

ターに見立てる工夫、そんなことも感心して見ておりました。  

 それから、啓林館だと、例えば４年生下巻の38ページなんですけど、新しい学習の初め

に「単元のとびら」というのを設定して、子どもたちが興味・関心を持って問題の内容を

把握しやすいように、日常の事象や既に学習した既習事項と結びつけて、問題解決に取り

組むような構成がされています。  

 啓林館の九九カードも個人的には、２年生の九九っていうのはつまずきやすいので、興

味を持ちました。  

 

【中山教育長】 啓林館の九九カード、いいですね、これ。ほかにご意見ございませんか。 

 小学校や中学校への接続に配慮されていて、児童の学習が深まる、そういう工夫されて

いる教科書が望ましいということで捉えさせていただいてよろしいですか。 

 次の観点にそうしたら移らせていただきます。  

 今日的課題について、ご意見ありましたらお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  今日的な課題というところで、６年生の教科書の資料の整

理の単元を見比べてみると、学校図書以外は日本の人口減少問題について取り上げていた

ように思います。  

 

【中山教育長】 確かに人口減少問題、大きな課題ですので、それがしっかりと取り上げ

られているところが５社あるということで。  

 ほかにご意見ございませんか。  

  

【岩井委員】  各教科書を見ていますと、防災教育、安全教育、それからキャリア教育、

環境教育等今日的な課題を取り上げていると思います。  

 また、プログラミング教育が必修となるんですけども、大阪府教育委員会の選定資料、

算数の30ページを見ていただきたいんですけれども、そこを見ていただきますと、プログ

ラミングについて取り上げている題材数なんですけども、教出と日文は１学年だけの取り

扱いとなっています。発達段階において、複数の学年で取り扱っているほうがいいのでは

ないかと思います。  
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【中山教育長】 今日的課題で、プログラミング教育も必須となるので、そのあたりの観

点で見ていただいたかと思います。  

 ほかにご意見、よろしいですか。  

 今日的な課題の取り扱いにつきましては、今言っていただいたような観点が入っている

ものが望ましいということで捉えさせていただきます。 

 本市の実態、児童の実態に応じているかどうか、次の観点でちょっと見ていただいたら

と思います。本市の子どもたちの実態ももう多岐に広がっていますので、そのあたりでみ

んなが使えるような教科書を選んでいかなければならないかと思います。ご意見ありまし

たらよろしくお願いします。  

 

【村本委員】  どの教科書会社も、児童が学習に興味・関心を持ち、問題に向き合えるよ

う生活場面に注目した教材や漫画仕立ての教材などが取り入れられた教材を取り扱うなど

工夫されていて、いいなと思っております。  

 

【中山教育長】 そうですね、６社とも本当に工夫しておられて、確かにいいところたく

さんあるので。ほかにご意見、お願いします。 

 

【水野委員】  教科書の中身が、何か問題を解くということだけになっているものでは子

どもたちの興味・関心は持ちにくいと思います。その意味で、全ての教科書で日常生活か

ら算数につながるものを取り入れていると思います。  

 特に、啓林館の５年生を見ていただきたいんですけど、啓林館、わくわく算数５年生の

92ページに「わくわく算数ひろば」というのがあって、日常生活から算数につながるもの

を多く取り扱っていて、子どもたちが興味・関心を持てるものとなっています。できるよ

うになるためには、振り返りや反復学習という視点は問題数が多いので有効なんじゃない

かというふうに、啓林館のこれを見て思いました。  

 同様に、教育出版の６年生ですね、 216ページの「ひらけ算数ワールド」というのがあ

って、数学への扉とかいろいろパズルの扉とか歴史・社会みたいな感じで、日常生活から

算数を探す題材を扱っていたり、同じ６年生の４コマ漫画で興味・関心をつなげる工夫が

されているようなところも見られるということで、工夫を感じました。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんか。 

  

【岩井委員】  各社とも、低学年から学年の発達段階に応じて具体的な活動から抽象的な

思考へと、段階的に適切な資料が取り扱われているなと思います。  

 

【中山教育長】 今の観点に関しては、どの教科書会社においてもしっかりと取り組んで

いただけてるものが出ていると捉えておきます。  

 発展的な学習内容について、移らせていただきますが、発展的な学習内容についてご意

見いただけたら。  
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【村本委員】  発展的な学習の資料や教材があることで、児童個人が自分で考えたり、時

には必要に応じて授業で取り入れたり、発展的な学習を展開することで児童の考えも深ま

ると思います。各社、資料を見るとそれが一定量ありますが、その中で、学校図書につい

ては発展的な内容の問題量が少なくなっているように思いました。 

 

【中山教育長】 学校図書の、発展的学習の問題量が少ないというご指摘なんですけれど

も。 

  

【御喜田教育長職務代理者】  先ほど意見にもあったと思うんですが、中学校への接続を

意識した題材があるということだったのですが、啓林館６年の234ページを見ていただき

たいのですが、「広がる算数」というところです。ここでは５名の方々が紹介されていま

す。この題材では、算数や数学が世の中のどういった場面で使われているのかということ

で、いろいろな職業の人たちが紹介されているんですが、こういった５名の方を紹介する

ことで、キャリア教育とも結びつく題材だと思いました。  

 

【中山教育長】 キャリア教育の観点からということで、ご意見いただきました。  

 発展的な学習内容で、何かお気づきになった点、ほかにございませんか。他の委員の皆

様、よろしいですか。  

 児童の学びが深まるような資料が適切にあるということ、それから中学校やキャリア教

育とも結びつくような教科書が望ましいということでよろしいですか。 

 では、その他に移らせていただきます。いかがでしょうか。  

  

【村本委員】  教科書の大きさについてですけども、１社、学図だけがＡＢ判と大きいの

ですが、机の上に教科書、ノート、プリントなどを用意するとなるとやはり教科書はコン

パクトなほうが使いやすいのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 そうですね。子どもたちの教室の天板を考えたときのことを考えると、

サイズも大きな問題かと思いますので。ほかにご意見ないでしょうか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  東京書籍の１年生の分冊については、中に書き込むという

点では、大きいほうがいいかなとも思ったんですけど、今、お話しされてたように私も、

いろいろな資料を並べて子どもたちが勉強するということを考えたときに、コンパクトな

サイズのほうがいいんじゃないかなと思いました。  

 

【中山教育長】 御喜田委員が初めのあたりで、東書の１年生、書き込めるからと言われ

たんですけど、全体的なことを考えると、やはりコンパクトなほうがいいというご意見か

と思いますが。  

 ほかにご意見ないでしょうか。  

 算数６社の中から選ぶということで、今、皆様にいただいたことを確認しながら、採決

に移らねばならないんですけれども。  
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私の手元で６社、今いただいた意見、観点別にチェックかけると、東書と啓林館に皆様

の、いいなというご意見たくさんいただいてる部分があるんですけれども、その中で再度

チェックをかけますと、人権的な取り扱いとか、それから日常生活の部分とか、キャリア

教育とかいう視点を踏まえると、啓林館のほうがご意見が多かったんですけれども、この

あたりはいかがでしょうか。私の手元のまとめでよろしいでしょうか。  

 それでは、本市の児童の状況等も踏まえて、教科書の使い方が下巻にあるというご意見。 

 それから、外国人やイラストや車椅子の写真やイラスト等々も工夫されているというこ

と。単元の扉とか小学校、中学校への接続。日常生活から算数ワールドが書かれていると

いうこと。キャリア教育につながるような題材が選ばれているということを勘案しまして、

全委員ご異議なければ、算数の教科用図書については、株式会社新興出版社啓林館の「わ

くわく算数」を選ばせていただくということで、ご異議ございませんか。よろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、啓林館でよろしくお願いします。  

 続けて理科なんですが、いったん休憩入れさせていただきましょうか、  

それでは、５分ほど休憩させていただきます。  

 

（暫時休憩）  

 

【中山教育長】 それでは、引き続きまして審議を再開させていただきます。よろしくお

願いします。  

 次に、理科について審議を行います。 

 これにつきましても、同じように観点別に審議してまいりたいと思います。  

 まず、取り扱い内容、内容の程度について、忌憚のないご意見よろしくお願いします。

どなたからでも結構です。  

 

【村本委員】  ３年生の教科書を見ますと、生活科からのつながりでどの教科書も身近な

植物の写真を取り上げているのですが、教出、啓林館、大日本はそれぞれが末巻資料とし

て、切り取ることができる資料となっており、これは観察の際に大変便利であると感じま

した。 

 

【中山教育長】 巻末の資料が切り取れるというのが、大日本、教出、啓林館ということ

で、ご意見いただきました。  

 ほかにご意見ございませんか。  

 

【岩井委員】  各教科書とも、観察・実験についてはイラストや写真を用いて、実験の手

順や注意点など、基本的な技能についてわかりやすく説明しています。  

 その中で、６年生の教科書を見ていただきたいんですけれども、東書、学図、それから

大日本に関しましては実験器具の扱い方を巻末にまとめてあります。それに対して、教出
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は単元の中で使い方について確認をするページがあります。例えば教出の６年生の22ペー

ジを見ていただくとわかりますように、気体検知管の使い方を単元の中で説明をしていま

す。それと同じように、啓林館なんですけども、16ページをまず見ていただいて、それか

ら208ページの巻末のほうも見ていただきたいんですけども、啓林館は単元の中でも気体

検知管の使い方を示していて、巻末にもその気体検知管の使い方をまとめています。啓林

館のように、両方に使い方のまとめがあることで、目的に応じて活用できますし、まとめ

を振り返りするときは巻末で確認して、授業のときにはその単元の中で確認することがで

きるというふうに両方できて、児童も理解しやすいのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 本市の児童にとっては、両方にあるほうがわかりやすいのではないかと

いうご意見をいただいたかと思います。  

 ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。  

 取り扱いにつきましては、資料等を効果的に使っているものが望ましいということで結

ばせていただきます。  

 それでは、人権の取り扱いでよろしくお願いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  各教科書を見ると、人権尊重の観点について、いろいろな

国の児童の写真やイラスト、車椅子を利用する児童のイラストなどを扱っています。  

 たくさんあるんですけど、見ていただけますか。東書は、３年生の39ページ、それから

同じく３年生の73ページに、イラストや写真などで載っています。大日本は３年生の71ペ

ージ、それから５年生の165ページ、それから６年生の45ページに載っています。  

 次に、教出です。教出は３年生の 150ページ、４年生の 171ページにも載っています。啓

林館は、３年生の143ページと、５年生では178ページ、179ページに載っています。  

 このような写真やイラストがあることで、多文化共生や障害者の理解につながると思い

ます。 

 

【中山教育長】 多様な子どもたちのキャラクターを使ってるということで、ありがとう

ございます。ほかに意見ありませんか。  

  

【岩井委員】  ５年生の「人のたんじょう」の単元なんですけれども、東書の、５年生、

130ページを見ていただきたいんですけれども、授乳の写真が出ていると思います。この

写真については、児童の気がちょっとそれてしまうのではないかと思いました。５年生は

思春期に入って体つきが変化してくる児童もいると思いますので、配慮したほうがいいの

ではないかと思います。 

 

【中山教育長】 授乳の写真、思春期の子どもたちがこれに集中してしまう部分があるか

という、本市の実態というあたりでのご意見だったかと思います。  ほかにご意見ありま

せんか。よろしいですか。  

 組織とか配列の分量に移らせていただきます。組織・配列・分量等々にご意見ありまし

たらお願いします。  
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【水野委員】  府の教育委員会作成の理科の23ページを開いていただけると、そこに、教

出が922ページと他社よりおよそ100ページ多く、単純計算１学年当たり25ページほど多い

ということですね。教育出版はＱＲコードがない分、他社より多くの資料を掲載しており

ます。 

 例えば、３年生の磁石の単元で比較すると、教育出版の３年生の 177ページ、188ページ

は他社と比べて資料などが多く掲載されています。他社はＱＲコードで補足しているんで

すけども、誰もが端末なしで資料を見られるという点では、いいと思いました。 

 

【中山教育長】 ＱＲコードの点については、最初に確認をしたんですけれども、リンク

集をつくるということでいきますが、教出は、この中に全て含めていただいているという

ことです。ありがとうございます。  

 ほかにご意見ありませんか。  

 次に移らせていただきます。観点４、創意工夫をしている点、参考資料の取り上げ方と

いう観点でよろしくお願いします。ご意見よろしくお願いします。  

 

【岩井委員】  各教科書を見ますと、理科の目標の達成のためにいろいろ工夫されている

なと思いました。  

 その中でも、啓林館なんですけれども、６年生の 10ページを見ていただくとよくわかる

かと思うんですけれども、見通しを持って実験観察ができるように、見やすいフラッグと

ラインで問題解決の流れを明示しています。他社と比べてみると、矢印とか色分け、適度

な余白等、学習の流れがわかりやすく示されていて、児童は見通しを持って学習できるの

ではないかと思いました。  

 また、単元の末、42ページを見ていただいたらわかると思うんですけども、「新しく学

習した言葉」というのをまとめて、理科用語の定着を図っているということや、それから

「結果から考えよう」というのを設置して、考察する過程を丁寧に扱って、より科学的に

考える活動が充実しているなと思いました。 

 

【中山教育長】 細かいところをしっかり見ていただいてて、ありがとうございます。  

 ほかにご意見ございませんか。  

 

【村本委員】  

 プログラミングについてなんですけども、各社の取り扱いを見てみますと、各社ともに

２ページから６ページほどの扱いがあります。６年生の電気の働きに合わせて、各社取り

扱われています。  

 その中でも、学校図書と啓林館はわかりやすく説明していて、さらにＱＲコードを読み

取れば、教科書と同じ内容で自分でもプログラムをつくれるようになっていました。また、

啓林館は巻末の資料を使ってプログラミング的思考について考えることができるようにな

っておりました。 

 

【中山教育長】 ほかに、よろしいですか。  
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 それでは、今日的課題の観点でご意見ありましたらお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  今日的な課題という視点で見させていただきました。各社

それぞれ取り扱いをされていました。６年生の教科書を見てみると、東書、 199ページに

は、ＳＤＧｓについて取り上げていて、持続可能な社会の構築のためにできることを考え

られるように工夫されていました。 

 学図の200ページですね、６年生の 200ページのところでは、ここでも接続可能な社会を

取り上げていました。啓林館も６年生の 188ページのところで、私たちの生活と環境の変

化や、環境を守る取り組みや持続可能な社会について取り上げられていました。 

 それから、大日本でも184ページで、間伐材の活用についてのページがありました。教

出は216ページと230ページで、環境を守るさまざまな取り組みが取り上げられていて、各

社今日的な課題はしっかり取り上げられていました。  

  

【中山教育長】 ＳＤＧｓということで、持続可能な社会の構築ということを、学習指導

要領でもしっかりとそのあたりは述べられているので、持続可能な社会を子どもたちが築

いていくという視点、大変大切かと思います。  

 ほかにご意見ありませんか。  

 

【水野委員】  持続可能と関係するんですけど、自然災害、自然変災による対策というの

は八尾市はかなり講じておられるんですけども、そうした視点を踏まえると、各教科書、

５年生では災害について取り扱いがございます。６年生の地震の単元も合わせて見ると、

これは大阪府の選定資料の理科の 23ページの一覧を見てるんですけども、学校図書と啓林

館は防災の観点から資料が多いということですね。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんか。  

 今日的な課題に関連することが取り上げられている教科書を選んでいきたいということ

で、よろしくお願いします。  

 では、児童の実態に応じているかどうかという観点でよろしくお願いします。  

 

【岩井委員】  各社とも、児童の発達段階を考えた工夫がいろいろあるというふうに思い

ます。 

 例えば、東書の５、６年生では「学ぶ前のわたし」「学んだ後のわたし」というのがあ

るんですけども、同じ問いかけになっていて、児童が学びを振り返れるように配慮されて

います。  

 啓林館では、初めての理科室の使い方や、危険な実験などをイラストや写真でわかりや

すく説明していて、事故の未然防止に向けて十分配慮されていると思います。  

学図では、キャラクターの吹き出しがヒントになって、考える筋道が示されています。  

 大日本では、資料「りかのたまてばこ」というのがあるんですけども、学んだことを日

常生活に広げた情報提供があって、興味・関心につながる工夫が見られます。  

 教出では「学びを広げよう」や「資料」には生活で活用されている理科が紹介されてい
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て、理科に興味・関心を持たせる工夫が見られると思います。どの会社も、児童の発達段

階に即していろいろ工夫されていると思いました。 

 

【中山教育長】 本市の児童の実態に即して、生活に活用できるような理科を取り扱って

いるところがあるということで。  

 ほかにこの、本市の子どもたちの実態に応じているかどうかというあたりでご意見よろ

しいですか。  

 それでは、発展的な学習内容という視点でよろしくお願いします。  

 

【村本委員】  各社とも、単元末の発展的な学習で、上の学年で習うことを記載されてい

て、統計性を持たせたり、興味を引き立てたりすることができるようになっていると思い

ます。 

 その中で、大阪府教育委員会の選定資料の発展的な学習や復習の表を見ると、東書は

「学びをつなごう」で系統立てたまとめの問題がある反面、発展的な学習が少ないと思い

ました。  

 

【中山教育長】 系統立てたまとめの問題がたくさんあるけれども、発展的な学習が少な

いというご意見かと思います。  

 ほかにご意見ありませんか。  

  

【水野委員】  例えば、ヒトや動物の体の単元というのがあるんですけど、教育出版 50ペ

ージ、見ていただいたほうがいいと思うんですけど、６年生ですね。すごいですよね。臓

器の位置を実感を伴って学習できる工夫があります。  

 また、啓林館は41ページで、中学校で学習する臓器を発展的に扱う工夫が見られます。

小学校では、消化器系、循環器系を中心に学習しますけども、中学校での学習を意識して

掲載されていると思いました。  

 

【中山教育長】 中学校も意識してということで。皆様、本当に各社いろんな工夫をされ

てるので、子どもたちにはわかりやすいかと思いますが。児童がより興味を持って学習に

取り組めるようなものを選んでいきたいと思っております。  

 その他の視点に移らせていただきますが。その他の視点で何かご意見ありましたらお願

いします。  

 

【村本委員】  学校図書は紙に光沢がありまして、写真はきれいですけども、いろいろ書

き込んで使うんじゃないかなと思うんですけども、書き込みがしにくいように感じました。 

 

【中山教育長】 書き込みがしにくい。  

 ほかにご意見ないですか。  

 

【村本委員】  サイズなんですけども、東書がＡ４判と他社より大きく、実験器具を並べ
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て置く際や、限られた机のスペースにおいては教科書のサイズはコンパクトなほうがいい

なと思いました。  

 同じく、教育出版についてもサイズは少し大きいのですが、ページ数が多いことを考慮

すると、許容範囲ではないのかなとも思いました。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、ご意見ございませんか。  

 今の村本委員のご意見では、児童が使いやすくコンパクトなほうが望ましいんではない

かというご意見を、理科でもいただいたんですが。よろしいでしょうか。  

 他に何かご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、採決に移らせていただきたいと思いますが、今までいただいた審議内容、巻

末資料の切り取りができるとか。それから、実験器具の取り扱いの説明の観点。人権的な

部分では、多様な人たちの共生についても含めて、視点があるかどうか。学びの見通しを

持ちやすいかどうか。プログラミング教育についての観点等々。持続可能な、ＳＤＧｓも

含め、そういう持続可能な社会に向けた教材であるかどうか。防災の資料等々の量。生活

に密着するようなものが取り扱われているかどうか。中学校の学習内容を踏まえた取り扱

いがされているかどうか。最後に、コンパクトな教科書が望ましいということで、今言っ

ていただいた中で、私の中で５社チェックかけると、啓林館が一番皆様のご意見では適当

であるというチェックが多いんですけれども、よろしいですか。  

 わかりました。それでは、本市の児童の状況も踏まえて総合的に勘案して、啓林館の

「わくわく理科」が本市の児童にとって最も適した教科書であるということで、ご異議ご

ざいませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 株式会社新興出版社啓林館の「わくわく理科」を採択することを決しま

した。よろしくお願いします。  

 それでは、引き続きもう続けて生活もさせていただきたいと思うので、生活の準備よろ

しくお願いします。  

 皆様、ご準備よろしいですか。  

 早速ですが、そうしたら生活について審議させていただきます。これにつきましても、

答申に沿った観点で審議してまいりたいと思います。  

 まず、観点１の取り扱い内容・内容の程度について、児童が理解しやすいように資料等

を効果的に示している教科書ということで見ていただけたらと思います。１、２年生が使

うということで、しっかりと見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。どな

たからでも結構です。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  どの教科書会社も、生活科の目標を達成するために自分自

身、身近な人や自然などを取り上げていて、体験的な学習内容も充実していると思いまし

た。 

 また、１年生になってすぐ使う上巻の初めには、学校の生活の様子をイラストや写真で
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取り上げていて、児童が自立に向けてイメージしやすいように取り扱われているとも思い

ました。  

 その中でも、啓林館は教科書上巻をめくると幼児期の写真をたくさん掲載していて、幼

児教育から小学校への学校生活への接続を意識した内容となっていました。 

  

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんか。  

 

【村本委員】  私も各社の上巻を見ると、どの教科書も小学校生活を始めるに当たり、児

童の自立を促すような写真やイラストが多くあるように思いました。 

 

【中山教育長】 そうですね。ほかにこの生活科についてご意見ありませんか。よろしい

ですか。  

 じゃあ、次の観点に進ませていただきます。  

 人権等の取り扱いについて、ご意見ありましたらお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  

 どの教科書も、イラストや写真などを見ると高齢者や障害のある人、それから多様な人

種のキャラクターや写真などを取り上げていて、人権尊重の立場から教科書がつくられて

いると思いました。 

 

【中山教育長】 いかがですか、人権的な視点からということで。よろしいでしょうか。  

  

【岩井委員】  児童の安全についてですけれども、大阪府の選定資料の生活の20ページを

見ていただきますと、安全について取り上げているページ数は東書が多いです。教科書を

見ていただきたいのですけれども、東書の上巻の43ページを見ていただきますと、右のほ

うに約束として安全に配慮しなければならないことが記載されています。東書はこうした

記載が多くて、児童が活動の際に注意しなければならない項目がわかりやすく示されてい

ると思います。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ないですか。よろしいですか。  

 では、次の観点に移らせていただきますが、ご意見ありましたらよろしくお願いします。  

  

【水野委員】  観点３、組織・配列ですね。府の、先ほど岩井委員が言われた府の選定資

料生活20ページを見ると、ページ数が一番多い啓林館と一番少ない学校図書では、表を見

ると約30ページの違いがあります。教科書を見ると、１つの単元のページ数が学校図書と

比べると啓林館は多く、児童の興味を引くような資料が多くありました。  

 例えば、上巻のスタートカリキュラムを見ると、啓林館は16ページあるんですけど、学

校図書は８ページと、啓林館が倍となっています。資料が多くあることで、低学年の児童

は理解しやすくなるのではないかと思いました。 
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【中山教育長】 組織・配列・分量について、ほかにご意見ございませんか。  

  

【岩井委員】  同じく府の選定資料の20ページを見ていただきたいんですけれども、そこ

に生活科の９つの内容を取り扱ったページ数というのがありますけれども、そこを見ます

と、公共物や公共施設の利用では大日本、学図、光村が他社に比べると少ないです。八尾

には交番ですとか図書館、消防署、コミュニティセンター、公園等さまざまな公共物や公

共施設がありますので、そうした取り扱いがあるほうが本市の児童に適しているのではな

いかと思います。  

 

【中山教育長】 そうですね。公共施設の取り扱いということで、見ていただきました。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  私も同じく、府の選定資料の同じページのところですが、

生活や出来事との交流についてのところを見てください。ここでも、啓林館が少ないと思

いました。交流することで自分のことをどんどん伝えていく力がつくと思うので、交流を

取り扱うページ数については、児童の実態に応じて適切な分量があるほうがいいと思いま

した。 

 

【中山教育長】 交流についての取り扱いということで、大事なことかと思います。  

 ほかにご意見ないですか。よろしいですか。  

 それでは、観点４の創意工夫をしている点や参考資料の取り上げ方ということで、ご意

見いただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  東京書籍の上巻の28ページから32ページを見ていただきた

いのですが、植物が種の状態から花のつぼみになるまでがわかりやすく紹介されています。

種、花、芽が、ページをめくると関連づけていて、同じ植物の変化やほかの植物との違い

を見比べやすく工夫されています。このような仕掛けがあることで、児童も興味を持って

学習に取り組めると思います。  

 

【中山教育長】 花からつぼみになるまでがわかりやすく紹介されているということで。  

 ほかにご意見ありましたらお願いします。  

 

【村本委員】  私も、東書はほかにも上巻の最終ページに「本当の大きさポケット図鑑」

というのがあり、季節ごとに比べやすくしたりしていました。このような工夫も、児童の

興味を引くのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 そうですね、このポケット図鑑、本当の大きさで書かれているというこ

とで、興味を引くかと思います。  

 ほかにご意見ありませんか。  

 

【水野委員】  ちょっと気になった教科書がございます。大日本図書なんですけども、例
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えば上巻の16ページをちょっと開いてください。上巻、教材名「いきものとなかよし」と

いうことが字で示されていて、その横に風船があって、「どうぶつとなかよしになろう」

と書いてあるんですね。これはめあてだと思います。教科書の下のほうにも大きな文字で

「どうぶつだってともだちだよ」と書かれています。これについて、児童の、ぱっと見た

ときに児童が気を引く文字が１ページの中に幾つもあって、児童の発達段階や支援の必要

な児童にとっては、ちょっとどこを見ていいかわからないということになってしまうので

はないかなと感じました。  

 

【中山教育長】 ユニバーサルデザインにもつながる部分で、どこを見ていいかわからな

い子たちも多いのではないかというご意見なんですが。委員の皆様、いかがですか。  

 

【岩井委員】  

 私も、大日本の上巻の９ページを見ていただきたいんですけれども、これは学校探検に

行く前に、児童がつくるカメラですけれども、児童の興味づけにはいいと思うんですけれ

ども、これを作成してから学校探検に出るというのは、１つ作業がふえることになります

し、児童の興味・関心がこのカメラづくりのほうに行ってしまわないかと少し心配になり

ました。  

  

【中山教育長】 確かに、学校探検は学校に入学してすぐに取り組むような内容ですので、

カメラづくりも大変かと思いますね。ありがとうございます。  

 ほかにご意見ありませんか。よろしいですか。  

 そうしたら次の観点に移らせていただきます。今日的課題について、ご意見ありました

らよろしくお願いします。  

 

【水野委員】  各教科書を見ますと、下巻の下のほうで、情報モラルや自然災害、持続可

能な世界など、今日的な課題についての内容を取り扱っております。もちろん低学年です

から、内容的には児童の発達段階に応じた内容になっていますが、今後の学習にもつなが

るので、取り扱いのあるほうがいいと感じました。 

 

【中山教育長】 取り扱いがあるほうがいいだろうというご意見かと思いますが。 

 今日的課題、ほかの委員の皆様、何かほかにご意見ありませんか。よろしいですか。今

後の学習につながるようなものがしっかりと明記されているほうがいいんじゃないかなと

いうふうに捉えさせていただきますが。  

 それでは、本市の児童の実態に応じているかどうかという視点でもご意見いただけたら

と思います。よろしくお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  本市では、幼児教育に重点的に取り組んでいます。私立も

含めた就学前施設と、小学校の教員が一緒に合同研修を行っていて、スタートカリキュラ

ムを幼児、児童の様子を踏まえて、一緒に計画し実施するといった研修を実施しています。  

 東書の上巻ですね、上巻、スタートカリキュラムを見ると「幼児期の終わりまでに育っ
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てほしい10の姿」が４ページ、５ページの下段に、７ページとかにもある、９ページにも

ありますね。そこに記載されています。教出は、文字ではなくイラストで示されています。

８ページや９ページの下段のイラストになります。こういった幼児期の学びが、小学校で

の学習につながる工夫がされている教科書が本市の児童に適していると思いました。  

  

【中山教育長】 先ほども他の教科でも述べましたが、小学校への接続等も踏まえて、な

おかつしっかりとどういうイメージをもって育てていくかという部分も見えるというほう

がいいだろうというご意見かと思います。  

 ほかの委員の皆様、よろしいですか。  

 そうしたら、発展的な学習の内容について観点を視点にしてお願いします。  

 

【村本委員】  各社の教科書の下巻、巻末を見ると、これまでの学習をまとめた資料や発

展的な資料があります。各社とも児童の興味を引き、学習がより深まるように工夫してい

ると思います。  

 ただ、先ほども大日本図書のカメラで問題となっていましたが、下巻にも児童が懐中電

灯を作成し、夜のまちの様子を見るといった箇所があります。 113ページがそうですが、

これもやはり、先ほど言われたように懐中電灯のほうに児童の興味がそれてしまうのでは

ないかと思いました。  

 

【中山教育長】 本当に子どもが興味を持つように工夫いただいてるんですけど、なかな

かそこの作業という部分で考えると、本市の児童にはしんどいんではないかというご意見

かと思います。  

 他の委員の皆様、よろしいですか。 

 では、その他でご意見いただけたらと思います。  

  

【岩井委員】  教科書の大きさもこの生活科はさまざまあるのですけれども、学習内容と

しては、体験的な活動が多い教科ということもあって、教室以外での学習も多いのではな

いかと思います。  

 そう考えますと、東書と学図は他社よりも大きいんですけれども、写真やイラストも大

きくて見やすいと思いました。より実物に近いスケールのイラストとか写真が多くて、い

いなと思いました。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ないですか。よろしいですか。生活科も、いろいろと観点

別にご意見いただいたので、まとめてまいりたいと思っています。  

 ７社の中から選ばせていただくということで、皆様からご意見出た部分、確認していき

ながら採択したいと思いますが。  

 児童の安全について取り上げているページ数が多いということ。  

 植物の成長がわかりやすく表現されているということと、実物大の資料の提示があると

いうようなこと。  

接続期を踏まえたスタートカリキュラムになっているということ。  
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 写真やイラストが大きくて見やすく製本されているというようなご意見をたくさんいた

だいたのが、東京書籍ですね。東京書籍のご意見でいいご意見たくさんいただいているん

ですけれどもよろしいですか。  

それでは、東京書籍の「新しい生活」が本市の児童にとって最も適した教科書であると

いうことで採択することにご異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、東京書籍株式会社の「新しい生活」を採択することが適当と

決します。よろしくお願いします。  それでは、次の音楽に行く前に、前半はこれで終わ

って、残りは午後12時45分再開ということで、一旦休憩に入らせていただきます。  

 傍聴の方々、ありがとうございます。 12時45分に再開いたします。よろしくお願いしま

す。 

 

（暫時休憩）  

 

【中山教育長】 それでは、前半に引き続き、審議をしていきたいと思います。  

 それでは早速ですが、音楽の審議を始めさせていただきます。  

 これも午前中と同じように、観点別に進んでいきたいと思っております。  

 まず取り扱い内容・内容の程度について、ご意見ありましたらよろしくお願いします。  

  

【水野委員】  音楽ということで、どちらの教科書会社も、鑑賞とか表現の領域は児童が

興味を持てるように多く取り上げておられます。 

 例えば１年生のわらべうた、おちゃらかというのがあると思うんですけども、教出では、

１年生ですね、12から13ページ。それから、教芸では64から65のところにございます。今

の子どもたち、おちゃらかね、知ってるかどうかというところもあるんですけども、役割

を決めて身体表現を入れながら、表現したり、味わったりするように取り上げておられま

す。生活の中で、遊んでる子は多分遊んでいる、ＮＨＫのテレビなんかでもやってるよう

なことを見ましたけども、実生活に結びつく教材が取り扱われているということで、とて

も望ましいと思いました。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ありませんか。よろしいですか。  

 どちらの教科書も内容の取り扱いについては工夫いただいていると思います。  

 そうしたら人権の観点でご意見ありましたらお願いします。  

  

【岩井委員】  どちらの教科書も、人権尊重の観点について、配慮されていると思いまし

た。 

 教育出版では、４年生の44ページで朝鮮半島のサムルノリを取り上げています。それか

ら、３年生の69ページを見ていただきますと、虹色でハートのマークがあるんですけれど

も、これは障害のある方が作成されたアート作品、パラリンアートなんですけれども、こ
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の作品を各学年に掲載していまして、全校で合唱するようになっています。  

 それから、教育芸術社では、６年生の74ページを見ていただきたいんですけれども、オ

リンピック、パラリンピックの特集の中でブラインドサッカーを題材に音の役割・協働を

考える学習などを取り扱っていて、人権学習としても深く学ぶことができるのかなと思い

ます。 

 

【中山教育長】 どちらも人権の取り扱いについては配慮いただいてるということで、そ

の視点についてでしたが。  

 ほかに人権等の取り扱いについては。よろしいですか。  

 それでは、組織・配列・分量についてご意見あったらお願いします。 

  

【御喜田教育長職務代理者】  教科など横断的な視点で言うと、どちらの教科書も英語の

歌を低学年から特集で取り入れていて、いいなと思いました。  

 また、教出では中学校で学ぶ内容を取り扱った箇所では、マークでその旨が示されてい

ました。教芸では、我が国の伝統的な音楽や、地域に伝わる音楽などを扱う題材を全学年

に設けていて、道徳科や生活科、また社会科との関連を持つ学習ができるように配慮して

いました。 

 

【中山教育長】 中学校の関連であったり、伝統的な音楽等々の取り扱い等、配慮がある

ということで。よろしいでしょうか。 

 そうしたら、ほかに組織・配列・分量に関しては、よろしいですか。  

 それでは、創意工夫の点や参考資料の取り上げ方等でご意見あったらお願いします。  

  

【岩井委員】  子どもたちが１年に入学して間もないころの教科書を見比べてみますと、

教出では「友達に知っている歌を教えてあげよう、そのとき身ぶりをつけて歌うと楽しい

よ」とか、「音楽に合わせて歩く」とか、「歌に合わせて貨物列車をつくって遊ぶ」とか、

わらべうたに合わせて体を動かすなど、身体活動を取り入れて先生や友達と一体となって

楽しく表現する活動が取り扱われています。  

 教芸のほうでも、「歌って踊って仲よくなろう」と遊んだり、歩いたり、音楽に合わせ

て体を動かしたりする活動が取り扱われています。  

 また、16ページ、17ページを見ていただきたいんですけれども、リズム遊びとして、名

前遊びやフルーツランドの遊びがあるんですけれども、そこでも手をたたいて拍を感じな

がら、「誰々さん、はあい、誰々さん、はあい」と、お友達を紹介して返事をし合ったり、

それからフルーツランド遊びでは、手をたたきながら、例えばフルーツですので、３文字

のフルーツ、例えば「トマト、はい、リンゴ、はい、イチゴ、はい」と、その「はい」の

ところでお隣の人の手をたたいたりして、友達と友達をつなぐといった学習が取り扱われ

ています。どちらの教科書も、音楽と活動を一つの学習に取り入れる工夫がされていて、

児童も興味・関心を持ちながら学習に臨めると思います。  

 

【中山教育長】 具体的にありがとうございます。確かにそうですね。  
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 ほかにご意見ございませんか。  

  

【村本委員】  教育芸術社では、各学年の教科書にキャラクターが登場し、そのキャラク

ターのせりふで、音楽的な学習活動を進めるヒントが示されております。このような工夫

があることで、児童の知識の理解や学習の深まりにつながるのではないかなというふうに

思いました。  

 

【中山教育長】 そうですね、学習活動を進めるヒントが示されているということで。  

 ほかに、創意工夫の点ではご意見ございませんか。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  私、歌唱について見てみました。５年生に載っている冬げ

しき、教芸も教出も載っているんですが、教出は44ページと45ページ、教芸は48ページ、

５年生の教科書ですね。 

 教芸では、譜面にクレシェンドやメゾフォルテなどの音の強弱やテンポの指示などが具

体的に示されています。また、歌詞によってイラストの風景を掲載して、情景を思い浮か

べながら歌を歌ったり表現ができると思います。このような記号が明確にあるということ

で、よりよい歌唱の学習にもつながっていくのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 具体的にクレシェンドやメゾフォルテ等の記号等についての記載がある

ということで。ほかに何かご意見ありませんか。  

 同じ題材を取り扱っているページなんかを今のように比べたら、わかりやすいかと思い

ますが。  

 今日的課題の視点でも、ご意見いただけたらと思いますが、いかがですか。  

  

【村本委員】 教育芸術社では５年生の22ページで、さまざまな弦楽器の紹介の中で、東

日本大震災の体験から、音楽は人を安心させ癒す力があるという内容を扱っており、６年

生の47ページでも阪神大震災の復興について取り扱われております。 

 教育出版でも、６年生の40ページで東日本大震災の内容を取り扱っていて、今日的課題

にも触れていると思いました。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがですか。  

 

【村本委員】  

 続けてになりますけども、どちらの教科書会社も、巻頭に活躍されている有名人の特集

が掲載されており、将来の夢や生き方について考える内容になっておりました。  

 

【中山教育長】 そうですね。どちらも本当に、著名な方々が載っています。よろしいで

すか。 

 それでは次に、本市の子どもたちの実態に合わせてどうかという観点でお願いします。

観点は、６です。  
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【御喜田教育長職務代理者】  ２つの教科書会社とも、鍵盤ハーモニカやリコーダーの導

入についてはページ数を多くさいて、細やかなステップアップで扱われているほか、発達

段階に即した技能の定着に配慮されているなと思いました。鍵盤やリコーダーも、実寸大

に近く掲載されていました。 

 その中で、１年生の鍵盤ハーモニカの部分を比べてみたんですが、教出は36、37ページ

に載っています。教芸は38ページ、 39ページに載っています。この２つのページを見比べ

ると、教芸は鍵盤に手の置き方のイラストが描かれていて、発達段階を考えるとわかりや

すいんじゃないかなと思います。  

 ３年生のリコーダーのところでも、教出は 18、19ページ、教芸は 22ページ、23ページに

載っているんですが、こちらも同じように見比べてみると、教芸は音符と音の階名が載っ

ていたり、指番号がついていて、こちらも低学年の発達段階に配慮されていると思いまし

た。 

 

【中山教育長】 鍵盤ハーモニカであったりリコーダーであったり、初めて接する子たち

もたくさんいるので、そのあたりでのご意見をいただいたんですけれども。  

 他の委員の皆様、ほかによろしいですか。  

 それでは、発展的な学習という観点でよろしくお願いします。  

  

【岩井委員】  教育出版では、巻末に「『音楽のもと』まとめ」や、それから「音楽を表

すいろいろな言葉」「音ぷや休ふ、記号など」が記載されています。また、教育芸術社の

巻末でも「ふりかえりのページ」「いろいろな音符・休符・記号」を掲載して、１年間の

学習を見通したり、随時関連事項を振り返ることができるよう取り扱われています。  

 

【中山教育長】 ほかにご意見ないですか。  

  

【水野委員】  よろしいでしょうか。児童が学習内容や学習過程を振り返ったり、学んだ

ことを生活に生かしたりするということは、学習を深めるのに非常に大切なことだと思い

ます。府の選定資料の音楽の17ページ、後半になりますけど、 17に表現領域及び鑑賞領域

のページ数と総ページ数に占める割合というのがあるんですけども、教育芸術社が発展

的・補充的な内容を取り上げている箇所が多くあるように思いました。  

 

【中山教育長】 他にご意見ございませんか。 

 児童の考え方が深まるような、発展的な資料が取り扱われているほうが望ましいという

ことで捉えておきます。 

 その他で、何かご意見ありましたらお願いします。  

 

【岩井委員】  小学校では、中学年ぐらいから音楽室で授業が行われています。ですので、

多くの学校では机でなくて譜面台を使用しています。譜面台に教科書を開くことになるん

ですけれども、どちらの教科書もその点に関してのサイズとか扱いやすさなどは問題ない

かと思います。  
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 ただ、教育出版には折り込みのページがあって、それを全開して譜面台に置くと少しし

んどい部分が出てくるかもしれません。  

 

【中山教育長】 確かに、小学校では音楽室での学習というのが４年生からかなり出てく

るので、教育出版の開いて使う部分が、譜面台に載ったときに取り扱いが難しいというこ

とですね。  

 ほかに、その他でご意見ありませんか。よろしいですか。音楽について何かほかにご意

見ありましたら。２社ということであれなんですけども、比べやすかったかとも思うんで

すけれども。  

 皆様にいただいたことを踏まえて、整理していきますと、道徳とか生活とか社会とか、

教科横断的な取り扱いがされているかどうか。 

 また、キャラクターのセリフも出てくるんですけど、学習が深まる教科書教材等の取り

扱い、記号なんかも入れて、先ほど出てましたクレシェンドやフォルテ等々の記号も含め

て。 

 それから、リコーダーとか実寸大の指使いなんかがしっかりと載っているということ。  

 最後に、岩井委員から言ってもらった、譜面台等々で学習するときの考えたときの教科

書の見開きのポイント等とかを踏まえて、皆様のご意見、どちらもすばらしいけれども、

教芸がいいのではないかというご意見でまとめさせていただいてもよろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  それでは、音楽の教科用図書につきましては、株式会社教育芸術社の

「小学生の音楽」を採択したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 次は図画工作の準備、よろしくお願いします。  

 それでは、引き続き図工の審議をいたします。  

 これも答申にありました８つの観点に沿ってご意見いただきたいと思っております。  

 まず、取り扱い内容や内容の程度。図画工作も開隆堂と日文、２社ですのでよろしくお

願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  府の選定資料の図工の13ページを見ると、日文は鑑賞を取

り扱っている題材が明らかに開隆堂より多いです。また、対話的な学習を取り入れている

教材もありました。  

 新学習指導要領では、友達の作品を鑑賞し、工夫したところやいいなと思ったところを

伝え合うなど、相互鑑賞を通じて自分の見方や感じ方を広げる活動をすることが求められ

ているので、そうしたことを踏まえると日文はより多くそういった題材を取り扱っている

のでいいと思いました。 

 

【中山教育長】 そうですね。確かにどの学年もそういう視点での取り扱いが多かったの

で、ありがたいなと思いました。  

 他に、観点１でご意見ありませんか。よろしいですか。  
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 そうしたら、人権等の取り扱いでご意見いただけたらと思いますが。人権等で何かご意

見ございますか。  

 はい、お願いします。 

 

【村本委員】  日文も開隆堂も、人権に配慮された作品例や写真が多く使われていると思

いました。 

 

【中山教育長】 確かに、どちらも本当に人権的な配慮がなされているものであると思い

ます。 

 ほかにございませんか。  

  

【村本委員】  児童の安全への配慮についてですが、どちらの教科書にもはさみやカッタ

ーの使い方や、安全に使うために注意することが書いてあり、児童の安全を考えた内容だ

と思います。  

 また、日文は１、２年生上巻の64ページを見ると、左きき用のはさみの使い方も載って

います。開隆堂も同じように１、２年の52ページを見ると、左きき用のはさみが載ってい

ます。私は左ききなんですけども、低学年で教えておくのは非常によいことだと思いまし

た。 

 

【中山教育長】 そうですね、昔はなかなか左きき用のはさみがなくて、もう右ききにな

れてから左きき用を使うと使えないというお子さんもあったので、早い時期にこうして左

きき用を使っていただいてるのはありがたいなと思います。  

 ほかにご意見ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、組織・配列・分量についてご意見ありましたら。お願いします。  

  

【岩井委員】  先ほどの発言にもありましたけれども、大阪府の選定資料図工の13ページ

を見ていただきますと、図画工作の題材数を見てみますと、日文の相互鑑賞の題材数の分

量は、開隆堂の倍以上あります。  

 また、その選定資料のＡ表現の領域を見ましても、日文は造形、絵画、工作、立体の偏

りがなくバランスがいいなと感じました。 

 

【中山教育長】 相互鑑賞の題材数の分量、かなり差があるということで。ありがとうご

ざいます。 

 ほかにご意見ありませんか。  

  

【水野委員】  岩井委員の発言と関連するんですけど、日文は１年生から６年生の総ペー

ジ数が開隆堂より50ページ多いんですね。教科書を比べてみると、例えば開隆堂は１、２

年上巻32ページを見ていただくとわかるんですけど、見開きに２つの題材が載っています。  

 一方、日文は１つの題材に見開きを１ページ使い、児童作品も多く掲載されているとい

うことで、特徴があると思いました。  
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【中山教育長】 確かにそうですね。見開きで２作品載ってるのと、１つの題材でやって

いただいているのとの差というのは、はっきりと見えますね。  

 ほかにご意見ないですか。よろしいですか。  

 次の観点も、そうしたらご意見いただきます。創意工夫の点や、参考資料の取り上げ方

についてご意見ありましたらお願いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  １、２年生の上巻の教材を比べたときに、粘土のページの

ほうを見比べました。粘土で造形する題材なんですが、開隆堂は22ページ、日文は26ペー

ジを比べました。このときに、日文は児童の発達段階を考慮して、児童の遊びと粘土の造

形が結びつくような題材になっています。低学年の児童は幼児期にお店屋さんごっこなど

を十分に楽しんできているので、こういった造形の活動は児童は楽しいだろうなと思いま

した。 

 

【中山教育長】 この部分も、就学前の教育とのつながりという部分では大きいかと思い

ますが。ありがとうございます。ほかによろしいですか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  楽しんでいるという部分で教科書を見させてもらったんで

すけど、先ほども言ったんですが、児童が主体的に作品に取り組むには、遊びと結びつけ

ることは非常に有効だと思っています。就学前の遊び込む中で、学ぶといった特徴をうま

く図工に結びつけていて、児童は楽しく主体的に造形に取り組むことができると思ってい

ます。 

 

【中山教育長】 そうですね、私も先ほど就学前とのつながりと言ったんですけども、御

喜田委員、日々感じておられる部分だと思うので、ありがとうございます。  

 他の委員の皆様、この創意工夫の部分では。よろしいですか。  

 それでは、今日的な課題でご意見いただけたらと思います。  

 

【水野委員】  開隆堂も日文も５年、６年の下巻の巻末には日本の伝統工芸とか民芸品を

取り扱うページが出ているというところがあります。日本人の芸術家もたくさん取り上げ

ておられて、こういう題材が豊富にあることで、海外の芸術だけではなくて日本の芸術と

か工芸品とか民芸品のよさも触れることができると感じました。  

 

【中山教育長】 そうですね、身近な信楽焼であったり、そういうものも取り扱われてた

りということで。  

 他の委員の皆様、いかがですか。  

 

【村本委員】  どちらの教科書も、同じく５、６年下の末巻にインターネットを活用する

ときの注意点についても記載があります。高学年は情報端末機器を使いインターネットに

接続する児童も多いので、こうした取り扱いは必要だと思います。  
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【中山教育長】 インターネット接続に関してということで、図画工作もやっぱりそうし

て子どもたち活用することが多いので、その視点で見てみると、しっかりとこうして載せ

ていただいてるというのはありがたいですね。  

 ほかにご意見ないですか。よろしいですか。  

 本市の子どもたちの実態と照らし合わせてという点で、ご意見いただけたらと思います

が。 

 

【岩井委員】  開隆堂、日文ともに児童の作品を非常に多く教科書に掲載していまして、

児童が興味・関心を持つように工夫されているなと思いました。  

 

【中山教育長】 そうですね、児童作品が本当にどちらもしっかりと載せていただいてま

す。 

 他の委員の皆様、本市の子どもたちの実態にということで、児童の関心を引くような題

材の取り扱いということ、それはもう両者ともしっかりと取り扱われているということで。  

 次の観点の発展的な学習内容ということで、ご意見いただけたらと思いますが、発展的

な学習内容ということで。  

 

【岩井委員】  目次を見ていただいたらわかるかというふうに思うんですけれども、開隆

堂のほうは「つながるおもい」「ひらめきコーナー」「つながる造形」「みんなのギャラ

リー」「造形の引き出し」など、多くの発展的な学習につながる資料があります。  

 日文のほうも「教科書美術館」「ひらめきポケット」「図画工作のつながりひろがり」

「使ってみよう 材料と用具」など、多くの発展的な学習につながる教材があります。こ

うした教材が豊富にあることで、児童が主体的に図画工作に取り組むことにつながると思

います。  

  

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいですか。どちらも発展的な教材が豊富に載っ

てる、取り扱われているということで。  

 そのほかで何かありましたらお願いします。大きさについてはどうですかね。  

 

【村本委員】  大きさはどちらもＡ判ですので、大きさは変わりませんが、ページ数が多

い分日文の方が少しだけ分厚いですが、ほんのわずかの差ですので児童の負担にはならな

いのではないかなと思います。  

 

【中山教育長】 サイズについても、そんなに差異はないということで、ご意見いただき

ました。  

 ほかに何かその他でありませんか。よろしいですか。  

 図画工作も、２社ということで、皆様からご意見いただいたので。今日的な課題であっ

たり発展的な学習内容につきましては、開隆堂も日文もどちらも本当に大変すばらしいも

のにでき上がっているということですが、前半の部分で相互鑑賞の取り扱いが日文のほう

が多いというご意見をいただいていることと、それから造形、絵画、工芸、それから立体
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のバランスがいいということも言っていただいてて、それからどちらも児童の作品は多い

んですけれども、日文のほうがいいのではないかというご意見もいただいたかと思います。  

 それから、児童の遊びと結びつくようなものが多いということでは日文のほうがという

ご意見でもあったかと思うんですけれども、２つの中で比べてみますと、八尾市の子に適

しているのは日文ではないかというふうに、私は皆様のご意見をまとめさせていただきた

いんですが、よろしいですか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  

 それでは、図画工作が本市の児童にとって最も適した教科書であるというのは日文とい

うことで、日本文教出版株式会社の「図画工作」を採択することが適当と決しさせていた

だきます。ありがとうございます。  

 では、次の家庭科。家庭科は、５年、６年で１冊ということで、２社なんですけれども、

どちらも１冊という形で、これで比べていただくことになります。ご用意、よろしいです

か。 

 それでは、これも観点別に審議させていただきます。  

 取り扱い内容・内容の程度について、早速ですがご意見ありましたらよろしくお願いし

ます。 

 

【御喜田教育長職務代理者】  取り扱い内容については、東書も開隆堂も児童の発達段階

を考慮して、生活をよりよくしたり、工夫してできることを増やすという方針のもとに内

容が構成されていると思いました。児童に興味・関心が持てるような内容を構成するなど

の工夫が施されていました。 

 東書の18ページと開隆堂の14ページですね、このページは青菜のおひたしとゆで芋の調

理実習のページが同じように載っているので見比べやすいんですが、開隆堂のほうは包丁

の持ち方や取り扱い方を教科書の下段にわかりやすくまとめています。東書は写真を多く

取り扱って、作業の流れがわかりやすく示されていると思いました。どちらも児童が興

味・関心を持ち、生活に生かすことができる内容だと思いました。  

 

【中山教育長】 青菜のおひたしということで、同じところで比べるということが一つあ

るかと思いますが。  

 他の委員の皆様、お願いします。  

 

【岩井委員】  東書、開隆堂のどちらも、日常生活に必要な基礎的な理解を図るとともに、

実習を通してそれらに係る技能を身につけることができるよう、発達段階に応じた内容が

取り上げられていると思います。 

 その中でも、先ほどありました調理実習についてなんですけれども、開隆堂は 17ページ

を見ていただきたいんですけれども、後片づけの仕方もイラストで載せています。調理器

具の使い方、実習、片づけまでが一連の指導だと思います。そうした取り扱いがあって、
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振り返ったりすることで、児童も実生活で生かすことができると思います。  

 

【中山教育長】 初めての調理実習の後の片づけの仕方、かなり丁寧に開隆堂書いていた

だいているという、確かにそうですね。  

 ほかにご意見ないでしょうか。よろしいですか。  

 次の、そうしたら視点もちょっとお聞きします。人権等の取り扱いについて何かありま

したらお願いします。  

  

【水野委員】  人権尊重の観点について、２つの各教科書会社とも、文章、写真、挿絵、

図、資料などから、人権尊重の配慮がされていると思います。 

 例えば、東書の６ページのところ、それから開隆堂の８、９ページをちょっと見比べて

いただきたいんですけども、家事を家族で役割分担するときの男性・女性ですね、役割が

偏らないようにするような、細かく見ていただくとわかるんですけど、非常に配慮がされ

ていると思います。固定的・伝統的な性役割のみにとらわれないということだと思います。  

 それから、このページのイラスト、よく見ると、東書も開隆堂もさまざまな人種という

か民族的なバックグラウンドの児童のイラストがあって、ここも外国人の児童への配慮が

されているなと感じました。  

 

【中山教育長】 細かいところもしっかり見ていただいてて、そうですね。  

 ほかの委員の皆様、この件も含めて何かご意見ありましたら。  

 

【村本委員】  私も多様な人種という視点で言いますと、開隆堂に関しては、ページ111

で外国ルーツの児童の写真が掲載されています。そのほかにも、ページ 123では障害者ス

ポーツでブラインドサッカーを取り上げるなど、障害者理解教育と結びつけていていいな

と思いました。 

 

【中山教育長】  確かに、 111ページなんかを見ましたら、まさに八尾市の子どもたち、

学級でこのような状態でいろんな国の子どもたちとともに学習してますので、いい教科書

かなというふうには感じます。  

 ほかには、よろしいですか。  

 それでは、組織・配列・分量についてもご意見いただけたらと思います。よろしくお願

いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  組織・配列・分量について見させてもらったんですけど、

東書も開隆堂も児童の発達段階や学習する時期などを考えた組織・配列となっています。

家庭に関すること、調理に関すること、衣服に関すること、お金に関することなど、偏り

のない内容で学習をすることができる配列になっているなと思いました。 

  

【中山教育長】 ほかにご意見ないですか。  
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【岩井委員】  各社とも、各学年の目標や内容を踏まえて、教科などとの横断的な視点も

含め、効果的な指導が行われるよう組織・配列されていると思います。 

 おもしろいなと思ったのは、東書も開隆堂も、ページ数の横に家庭科とつながる単語を

英語と日本語で表記しています。しかも、開隆堂のほうは巻末に家庭科の用語をまとめた

ものもあります。また、巻頭には各教科との関連を示したイラストもあります。こうした

資料があることで、教科横断的に学習ができると思います。  

 

【中山教育長】 教科横断的な学習、大変重要なことなので、ありがとうございます。  

 他に意見ありませんでしょうか。よろしいですか。  

 創意工夫している点等々の視点で見ていただいた分で、そうしたらご意見いただけたら

と思いますが。  

  

【水野委員】  創意工夫ということで、本当に各社、写真を多く取り入れたり、参考資料

で日本の伝統文化を紹介したりという工夫が施されております。また、説明部分にアイコ

ンを入れることで、その部分がどの分野の話をしているかがわかりやすくなっています。

例えば東書は５ページですね、それから開隆堂は３ページにこのアイコンの一覧みたいな、

「マークに注意して学ぼう」って、そういう一覧が示されていて、わかりやすいなと思い

ました。  

 

【中山教育長】 どちらもしっかりと説明部分にアイコンとか、学習課題の提示があると

いうことで、ありがとうございます。  

 ほかにご意見ありませんか。  

 

【水野委員】  東書は、「はなしあおう」「調べよう」「やってみよう」「深めよう」の

表現で学習の課題が示されて、児童が実践的・体験的な活用ができるように工夫されてお

ります。開隆堂も同じように「考えよう」「話し合おう」「まとめよう」の表現で学習の

課題が示されて、児童が実践的・体験的な活用ができるよう工夫されていると感じました。 

 

【中山教育長】 よろしいですかね、ほか、委員の皆様。ご意見よろしいですか。  

 それでは、次の視点で、今日的な課題についてはどうなのかということで、ご意見いた

だけたらと思いますが。今日的な課題等々で。  

 

【村本委員】  東書も開隆堂も防災教育、キャリア教育、環境へ配慮したものなどについ

て取り上げています。  

 その中でも、東京書籍については、地域とのかかわりの部分で、ページ126で防災教育

について取り上げたり、キャリア教育では、その道のプロの人へのインタビュー欄が随所

にありました。22ページや38ページなどにある「プロにきく」というコーナーですが、実

際の人物が出ていて、子どもたちのモデルになると思いました。  

 

【中山教育長】 東書のほうが防災教育とかキャリア教育に対しては視点が深くあるとい
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うご意見をいただいたんですが。よろしいでしょうか。  

 ほかに、この今日的課題についてのご意見ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、本市の児童の実態に応じているかどうかのあたりで、ご意見いただけたらと

思います。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  東書も開隆堂もさまざまな家庭において、生活をよりよく

する、楽しく健康に生活をするという視点で内容を構成していて、活動についても写真入

りのものや、難しいところでは説明を詳細につけ加えたり、また、実生活とのかかわりに

ついての題材を多く取り入れるとかして、児童の実態に応じたものになっていると思いま

した。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見ありませんか、児童の実態。  

 

【岩井委員】  大阪府教育委員会作成の選定資料の家庭科の12ページを見ていただきたい

んですけれども、実生活で活用するための内容の箇所数が示されています。これを見ます

と、開隆堂のほうが児童の実生活に応じて活用できる内容になっていると思います。家庭

科では実生活での活用という視点が非常に重要だと思いますので、より多くそういった取

り扱いがあるほうがいいと思います。  

  

【中山教育長】 ２つを比べると、開隆堂のほうが実生活での活用箇所が多いというご意

見です。  

他にご意見ありますか。よろしいですか。  

 それでは、発展的な学習内容の視点でご意見いただきたいと思いますが。  

  

【水野委員】  東書も開隆堂も、単元の終わりに発展的な資料があって、子どもの学びが

深まるよう工夫されております。 

 例えば、開隆堂の126ページをちょっとあけていただきたいのですけど、何か四つ葉の

クローバーみたいな感じのところなんですけど、中学校で学ぶ内容を含めた資料がまとめ

られています。東書も中学校の学びを単元の中で触れられていますが、開隆堂はこのよう

に一覧となっていて、小学校の学びと中学校の学びをつなげて考えるということができる

と思いました。  

 

【中山教育長】 一覧となっていることで、よりわかりやすいということで。  

 他のご意見ありませんでしょうか。発展的な学習内容についてということで。よろしい

ですか。  

 その他の観点でご意見いただけたらと思いますので、その他の観点でよろしくお願いし

ます。 

 

【岩井委員】  教科書の大きさについてなんですけれども、東京書籍はＡ４判、開隆堂は

ＡＢ判です。小学校では、実習を行うときは家庭科室で学習するというふうに思いますけ
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れども、それ以外の学習は教室で行う学校が多いかと思います。そう考えますと、机の上

に教科書のほかにプリント等があることを想定しますと、やはり限られたスペースではコ

ンパクトなほうがいいのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 教室で学習するときのことを考えると、コンパクトなほうがいいのでは

ないかというご意見をいただきました。  

 その他、何かありませんか。よろしいですか。  

 そうしたら、皆様のご意見もらった中で、東書も開隆堂も大変工夫をいただいている中

で、説明部分にアイコンがあったり、学習課題の提示があったりということは、どちらも

大変よいということと、防災教育やキャリア教育については、東京書籍のほうが書かれて

るというご意見もあったんですけれども、全体的なご意見でチェックをかけていますと、

開隆堂は調理実習の片づけのページがあること。 

 外国ルーツの児童や障害者理解の配慮がなされた箇所が多々あるということ。  

教科横断的な資料が載っているということ。  

小学校、中学校の学びのつながりが一覧表になっているということ。  

 最後、コンパクトな教科書のほうがいいのではないかということ。  

 八尾市の児童にとってどうかということで、実生活での活用箇所が多いほうがいいので

はないかというご意見も出ていました。どちらもすばらしい教科書なんですけれども、皆

様のご意見からいくと、開隆堂のほうが私の手元のチェックでは多いんですが、皆様よろ

しいでしょうか。  

 開隆堂の「わたしたちの家庭科」を採択することにご異議ございませんか。よろしいで

すか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、開隆堂出版株式会社の

「わたしたちの家庭科」を採択することに決しました。ありがとうございました。  

 家庭科は、以上で終わらせていただきます。  

 それでは保健体育の審議に入らせていただきます。  

 こちらのほうは、５社の本が出ております。お手元、よろしいですか。  

 それでは観点１、取り扱い内容・内容の程度についてご意見ありましたら、よろしくお

願いします。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  保健の内容で言いますと、児童の安全面で、防災について

や登下校中の身の回りの安全についての知識を学び、技能としても身につけていけること

が重要だと思っています。どの教科書も、そうした内容が取り扱われていたのと、また、

自分で考え、話し合い、授業を振り返るといった学習活動が取り入れられているので、そ

うした知識や技能が児童の身につく内容となっていると思いました。 

 

【中山教育長】 身の回りの安全、どれもしっかりと５社とも取り扱っていただいている
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ということで。よろしいですか。  

 内容的には、そんな大きな差異はないというふうに捉えさせていただきます。  

 それでは、人権等の取り扱いについてご意見のほうありましたらお願いしますが。  

  

【水野委員】  人権尊重の観点については、どの教科書もそれぞれ配慮されています。例

えば障害者理解についても、パラリンピック代表選手のエピソードが書かれた資料が掲載

されております。 

 そんな中で、各社３、４年生の一番最初の単元、「健康を考える」という単元があるの

ですが、そこで「健康とはどんな状態ですか？」と問われる場面があります。健康の状態

を写真やイラストを使ってあらわしています。東書の６ページと７ページ、それから光文

の８から９ページをちょっと見比べていただきたいのですけど、３、４年生ですね、この

２社については車椅子に乗っている人や外国人とコミュニケーションをとっているイラス

トを掲載してます。  

 東書については、車椅子に乗った子どもがボールを投げてるイラストが、下にイラスト

があって、その下に説明文があるんですけど、元気に運動ができると書かれております。

ほかの教科書にはこういった取り扱いはなかったのですが、この２社は障害者理解の観点

が特に配慮されている内容になっていると思いました。  

 

【中山教育長】 そうですね、確かに東書のイラストは、車椅子の子どもがうれしそうに

元気に運動ができている状態をしっかりと示していただいているということで。ありがと

うございます。  

 ほかにご意見ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、観点の３、組織・配列・分量等についてご意見ありましたらお願いします。  

 

【岩井委員】  東書についてですけれども、教科書を見てみますと児童が書き込む欄が多

く設けられています。大阪府教育委員会作成の選定資料の保健体育の19ページを見ていた

だきたいんですけれども、その中でも東書はほかの教科書のおよそ２倍書き込む欄を設け

ているというふうになっております。授業の中で児童が書き込みながら使うことで、より

児童の知識や技能の定着が図れるんじゃないかと思います。  

 

【中山教育長】 確かに、書き込み欄は東書が一番多いかと思いますが。  

 他の委員の皆様、何かご意見ございませんか。  

  

【村本委員】  先ほどの観点の１で、児童の安全についての話がありましたが、大阪府教

育委員会の選定資料、同じく19ページの一番下を見ますと、各項目を扱ったページ数と総

ページ数に占める割合が載っています。東書は身の回りの生活の危険に関する内容が他社

より多くなっています。児童の身の周りの安全を考えたときには、その内容が多く取り扱

われている教科書がいいのではないかなと思いました。  

 

【中山教育長】 そうですね、東書、割合としては 25％が身の回りの生活の危険に関する
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内容ということで。ありがとうございます。  

 他の委員の皆様、よろしいですか。  

 児童の安全に関する題材が組織的に配列されているという、それがやはり八尾の子ども

たちにはいいのではないかと捉えさせていただけるかとも思っています。  

 それでは、次の観点に行かせていただきます。  

 創意工夫の点や参考資料の取り上げ方とかについて、ご意見ありましたらお願いします。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  ５、６年の単元の中で、犯罪被害の防止について学習をす

る単元があります。東書の35ページ、大日本では27ページ、光文では35ページを見ていた

だきたいのですが、この３社については、危険を予測するなど、授業の導入として実際の

場面を考えさせるところがあります。児童が自分でどのような危険があるのかを考えるこ

とで、児童の安全につながっていくと思います。  

  

【中山教育長】 安全等々について、児童がみずから考える場面があるということで。あ

りがとうございます。  

 他にご意見ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、今日的な課題の部分をその視点で見ていただけたらと思いますが。  

  

【岩井委員】  ＳＮＳや携帯電話を題材にした教材は、八尾市の小学生にとって欠かすこ

とのできないものだと思います。  

 ３年生で学習することになると思うんですけれども、教科書の光文は15ページ、東書は

40ページ、大日本は17ページを見ていただければと思います。光文 15ページ、東書40ペー

ジ、大日本17ページ。それを見ていただきますと、睡眠、発育の項目の中で、スマートフ

ォンやパソコン、ゲームなどが及ぼす影響について、それぞれ触れられていると思います。  

 

【中山教育長】 このごろ、睡眠についてはかなり注目されている部分ですので、その取

り扱いがしっかりなされているというのはやはり教科書としては大変すばらしいと思うん

ですけれども。  

 他の視点では、何かよろしいでしょうか。 

  

【水野委員】  がん教育の取り扱いというところで、見てみたいと思います。  

 今年度、八尾市立学校園教育重点取組事項にもがん教育、入っているわけですけども、

各教科書を見ると、５、６年の教科書に生活習慣病の単元で取り上げられております。学

研では、がんの起こり方のＱ＆Ａ、取り扱ってますし、東京書籍ではがんを防ぐための新

12カ条を掲載してます。大日本図書では、がんになる危険性を低くするための５つの健康

習慣を取り扱っております。光文では、がんの種類や予防方法について取り扱っておりま

す。 

 ただ、文教社は、喫煙の害で取り上げているんですけど、がんそのものを取り扱った教

材がありません。だから、がん教育については、より詳しい教材があるほうが本市の教育

重点目標に取り上げられてる関係からいいと思いました。 
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【中山教育長】 重点目標にしている部分でもあるので、そのがん教育に関する分量がし

っかりととられているところのほうが、本市にはいいということで捉えさせていただきま

す。 

 それも含めまして、引き続いて児童の実態に応じているかどうかなんですけれども。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  児童の興味・関心を引くような題材が取り扱われているか

どうかという視点で見させていただきましたが、どの教科書も生活場面に注目した教材や

漫画仕立ての教材、現代のスポーツ選手などが取り入れられた教材を取り扱うなど、工夫

されていました。 

 

【中山教育長】 本当に、どの教科書もすごく工夫されているというのを実感としてあり

ますので、その中から選ばなければならないので、皆様のご意見をお願いします。  

 ほかにこの、本市の児童の実態に応じているかどうか、ご意見ありましたら。よろしい

ですか。  

 そうしたら、次の発展的な学習内容という視点でご意見ありましたらお願いします。  

 

【村本委員】  各教科書とも学習の内容や過程などを振り返ったり、学んだことを生活に

生かしたりすることができるよう、配慮されていると思います。また、どの教科書もイン

ターネットを活用し、児童が自学自習で役立つ資料が取り扱われておりました。 

 

【中山教育長】 そうですね、保健体育もインターネット等々を活用しながらというとこ

ろがきちんと取り扱っておられるということで。ありがとうございます。  

 

【岩井委員】  大阪府教育委員会の選定資料の保健 19ページを見ていただきたいんですけ

れども、そこには発展的な学習を取り上げている箇所数が示されています。これを見ます

と、大日本は少し少ないですけれども、各社取り扱われています。  

 

【中山教育長】 そうですね、大日本が他に比べると若干少ないですけれども、各社しっ

かりと取り上げていただいているということで。  

 発展的な学習の面について、ほかにご意見よろしいですか。ありがとうございます。  

 それでは、その他の部分で、どんな視点でも結構ですが。  

 

【村本委員】  教科書の大きさについてですが、大日本図書がＡＢ判で、Ａ４判を採用し

ている他の教科書よりも小さいサイズになっています。保健の教科書を見ると、児童が教

科書に書き込みながら学習を進めるといったことになると思います。そういう学習を想定

しますと、教科書は大きく書き込みしやすいほうがいいのではないかなと思っております。 

 

【中山教育長】 教科によっては机上にたくさんのものが載るということで、コンパクト

なほうがいいというご意見も多々あったんですけれども、この保健に関しては、中に書き

込むことのほうが多いだろうから、判自体は大きく書かれているほうがいいのではないか
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というご意見だと思います。大日本も工夫されてるんですが、ここだけ確かに他と比べて

判は小さいので。 

 他にご意見ありませんでしょうか。今、教科書が大きいことで書き込みやすいという意

見が村本委員から出たんですけれども、選定委員会この大きさについて、何か意見出てま

したか。  

  

【仁科指導課長】  選定委員会においては、保健の学習は学期中に適宜指導する教科であ

るということで、児童が教科書に書き込みながら学習を進めるのが望ましいと。そのため

には書き込みのしやすい、一定サイズの大きい教科書が望ましいという意見でまとまりま

した。 

 

【中山教育長】 今まで、どちらかというと私たちコンパクトなほうがいいんじゃないか

という意見も多々ある中で、保健に関しては今、選定委員会でも大きな判のほうがいいと

いう意見で集約してもいいということですね。ありがとうございます。  

 他の委員の皆様、何かございませんか、ほかに。よろしいですか。  

 そうしたら、保健体育も５社ありますので、今、皆様がいろいろ言ってくださったこと、

漏れ落ちてるところがあれば、またご指摘願いたいんですけれども。 

 創意工夫の点や参考資料の取り上げ方に関しましては、みんな大変工夫いただいている

ということなんですが、人権的な取り扱いの部分で、車椅子とかイラスト等に配慮があっ

たのは東書と光文。それから、書き込みの欄が多くて安全に関する教材が多いというのは

東書ですね。それから、睡眠とかゲームの関係とかがん教育のあたりが書かれているのが、

多かったのが東書と光文なんですけれども、東書はがん教育についてもしっかりと取り扱

っておられる部分があったということで、全体的なチェック数でいくと、東京書籍が皆様

のご意見では多いんですけれども、よろしいですか。漏れ落ち等ございませんか。よろし

いですか。  

 それでは、本市の児童の状況等も踏まえ総合的に勘案して、東京書籍の「新しい保健」

が本市の児童にとって最も適した教科書であるということで、採択することにご異議ござ

いませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって、体育（保健）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」を採択することが適当と決します。

ありがとうございます。 

 それでは、次は初めて選ぶことになる英語ですが、準備をよろしくお願いいたします。  

 それでは、これから外国語の審議をいたしますが、本当に外国語につきましては、次年

度から５、６年生で教科となって初めて採択される教科書となりますので、それだけにこ

こではしっかりと審議してまいりたいと思っています。八尾のほうは英語活動、外国語活

動のときからしっかりと英語のほうには力を入れてきましたが、皆様見てびっくりいただ

いたかと思いますが、本当に小学校でこれだけの学習をしていくんだなというのを実感と
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していただいたかと思います。しっかりと選んでいかなければならないと思いますので、

そのあたりも含めてご議論いただけたらと思っております。これも、観点別に進んでいき

たいと思います。  

 まず、取り扱い内容や内容の程度について、コミュニケーションを図る基礎となる資質

能力育成に関する題材が多く取り扱われている教科書を選んでいきたいと思っております

が、英語の教科書を選ぶというのは、今回、初めてのことですので、事務局、先に説明し

てもらえたらと思うんですが、現在の本市の外国語教育の状況等々について、説明をお願

いします。  

 

【仁科指導課長】  まず、本市の英語教育の状況について幾つか報告をさせていただきた

いと思います。  

 本市に英語教育を、とりわけ大阪府下においても推進していくという教員を、大阪府の

ほうから加配として配置を受けております。その中で、新学習指導要領に示されておりま

す「話すこと」、「やりとり」の領域が新設されていることもありまして、現在教育委員

会と学校が連携して、子どもたちが英語でやりとりをする場面を具体的に設定する外国語

活動を推進しております。  

 また、市内各学校において実践報告、そして授業公開を行っております。  

 八尾市教育研究会でございますけれども、担任とネイティブ・イングリッシュティーチ

ャー、ＮＥＴと言っておりますけども、担任とＮＥＴでつくる外国語活動をテーマに、担

任の先生が中心となる、ＮＥＴを活用しながらの外国語活動を行う取り組みを進めており

ます。 

 現場の小学校の状況ですけれども、小学校校長会においては、今年度、外国語の教科化

に向けて八尾市内全ての小学校、義務教育学校で、標準時数を10時間程度上回る、外国語

活動を編成した教育課程を実施をいたしております。その授業といたしましては、担任の

先生が主導となって授業を展開するという研究を進めていただいているところでございま

す。 

 

【中山教育長】 全面実施に向けて既に校長会とも連携してやっていただいているという

ことで、かなり頑張っていただいているんですけれども、この府教育庁から配置されてい

る教員の活用もしっかりとやっていただいているので、そのあたりもまた、いろんな場面

で皆様にお知らせできたらと思います。  

 それから、かなり前から八尾では子どもたちに英語の暗唱大会も、学校の中で代表をつ

くっていただいて、市で大々的に発表会をするというようなことも取り組んでいるので、

それも踏まえた上で選んでいきたいと思っています。  

 事務局、ほかにはよろしいですか。  

 委員の皆様、日ごろから暗唱大会であったりいろんな様子見ていただいているので、あ

る程度のイメージはあるかと思いますが、本当に教科書として見るとびっくりされること

が多かったかと思いますが、それも踏まえてご意見のほうよろしくお願いします。  

 

【水野委員】  今、教育長が言われましたように、英語の教科書を実際に見て思ったんで
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すけども、私たちが中学校で学習していた内容が小学校におりていくようなイメージを持

ちまして、内容が大変多いなというのが感想です。  

 しかしながら、学習指導要領に示されていますので、その内容は実現していかなきゃい

けないということがあると思います。学習指導要領の目標を見て大事だと思ったのは、一

つは学んだ英語が実際に使えるようになることということだと思います。それからもう一

つは、中学校の内容、学習にしっかりつながるということ。この２点はとても大事な、大

事な点だなと思いました。  

 実際に英語が使えるようになるためには、自分で使ってみることがすごく大事なんです

よね。そういった点で言うと、やりとりをする内容が多い教科書というのがとてもいいの

ではないかと思います。 

 その視点で、府の教科書選定の資料の英語の21ページ、これを見ていただくと、「やり

とり」というところがあると思うんですけども、東京書籍がやりとりをする場面が他の教

科書に比べて非常に多いという印象を持ちました。  

 

【中山教育長】 そうですね、５年生、６年生ともに他より抜きんでて話すことのやりと

りが多いですね。  

  

【御喜田教育長職務代理者】  今の意見にも出たんですが、やりとりの領域が今回新設さ

れたということで、教科書を見てみたんですが、やはり東京書籍は５年生の 15ページにも、

まさにそのやりとりの部分が載ってるんですね。また見ていただいていいですか。  

 教科書の下段にもスモールトークというコーナーがあって、やりとりする場面は充実し

ているなと思いました。 

 

【中山教育長】 やりとりの部分では、東京書籍の部分がかなり出てるということで。  

 他の委員の皆様、よろしいですか。また比べていただいてる部分もあるかと思いますが。  

 それでは、人権の取り扱い等々についてもご意見いただけたらと思います。よろしくお

願いします。  

 

【村本委員】  どの教科書会社もさまざまな国の文化を紹介するなど、多文化共生教育に

ついての配慮が見られました。また、紹介する内容も学校の授業や食事文化など、子ども

が親しみやすいものでした。  

 例えば、教育出版５年生の 91ページをご覧ください。アメリカの手話が紹介されており、

私自身も興味を持って見ることができました。そのほかにも、教育出版は障害者スポーツ

なども取り上げており、人権に配慮した内容でございました。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見ないですかね。 

 

【岩井委員】  そのほかの教科書会社でも、障害者スポーツを取り上げています。例えば、

東京書籍の５年生では、テニスの国枝さんやピアニストの辻井さんを取り上げています。  

光村図書も６年生でシッティングバレーや車椅子テニス、車椅子バスケ、パラスイミング



－58－ 

など、さまざまなスポーツを取り上げています。  

 開隆堂も５年生、６年生で車椅子テニスや車椅子バスケ、ボッチャなどを取り上げてい

ます。教育出版も、オリンピックやパラリンピックで活躍されているスポーツ選手を取り

上げています。どの教科書も、人権的な配慮が十分あると思いました。  

 

【中山教育長】 具体的にありがとうございます。  

 ７社それぞれに工夫して人権的な配慮があるということで、捉えさせていただきます。  

 他にご意見ございませんか。よろしいですか。  

 観点、次の観点に移らせていただいてよろしいですか。  

 組織・配列・分量等々についての観点でのご意見、ありましたらお願いします。  

 

【水野委員】  今年度より義務教育学校となっている高安小中学校では、昨年度まで八尾

市教育委員会の委嘱を受けて、小中９年間の連続性のあるカリキュラムの研究を３年間進

めていたと思います。昨年、私たちも授業見学をさせていただいたということが記憶にご

ざいます。  

 昨年の研究報告も聞かせていただきましたが、英語については中学校教員の乗り入れの

授業も展開して、小中一貫でのカリキュラムを学習していたと思います。  

 その研究報告の中で、中学校から英語が本格的に始まり、子どもたちにとって大きな段

差となるのがフォニックス、発音とつづりが一致していない生徒が多くいるという課題が

あり、その改善に向けて、高学年からフォニックスの学習を部分的に取り入れて学習を進

めてきたという報告を伺いました。報告を聞いて、やはりできるだけ早い段階から英語に

書き親しむことで、スムーズに中学校の学習につながるのだなと思いました。  

 そうしたことを考えると、府の選定資料を見ていただきたいんですけども、三省堂は書

くことがちょっと少なくて、21ページのところですね、スムーズな小中接続にはつながら

ないのではないかという感想を持ちました。  

 この逆が、東京書籍で５年生、６年生で書くことの箇所数をふやしていて、小学校、中

学校への接続を見据えた取り扱いがされていて、とても私はいいと思いました。 

 

【中山教育長】 確かに、フォニックスの発音とつづりという部分で、かなり重要視して

いかなければならないんですけれども、三省堂は他に比べて確かに少ないですね。  

 あと、東書は、５年と６年の中で中学を意識して、かなりの分量をとっておられるとい

うことで、成長に合わせてしっかりとフォニックスの部分を考えておられる教科書である

なというのは、私も思いました。  

 他にございませんか。 

  

【水野委員】  書くことの領域は、新学習指導要領から始まるんですけども、多分私もき

っとフォニックスはどの学校の児童にとっても課題になるんじゃないかというふうに考え

ております。しかし、新学習指導要領では、中学校での英語学習も単語がふえるなどによ

って、高度な内容になっていきます。 

 そう考えると、中学校との接続を円滑に進めるためにも、フォニックスに親しみ、書く
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活動を多く取り入れていることが非常に重要だと思います。こうした点で、府の選定資料

を拝見しますと、東書のほかにも、開隆堂、学校図書は書く活動を取り入れてるというこ

とがわかります。  

 

【中山教育長】 他に意見ありましたら。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  今の意見にもあったんですけど、私も経験したことがあり

ます。英語の発音とつづりは、なかなか一致しにくいです。小学校のときから十分に親し

みを持って取り組むことで、スムーズに中学校へ接続できるのではないかと思います。  

 

【中山教育長】 フォニックスについては、かなり重要視していかなければならないとい

うことでご意見いただいたかと思います。  

 それでは、観点４に移らせていただきます。  

 創意工夫をしている点や参考資料の取り上げ方等について、ご意見ありましたらお願い

します。  

 

【岩井委員】 どの教科書を見ましてもペアやグループワークが設定されていて、英語で

話したり聞いたりする機会も十分に確保されていると思います。  

 また、ファーストネームとファミリーネームの取り扱いは、東書はどちらでもいいです

よと書いてありましたが、各社ともファミリーネームが先にきて、ファーストネームが後

になっています。  

 あと、三省堂にはなかったんですけれども、６年生の教科書を見ますと、中学校生活と

結びつくような題材が取り扱われておりました。小中の接続ということを考えますと、そ

うした教材があるほうがいいと思います。  

 

【中山教育長】 そうですね、ありがとうございます。  

 東書はファミリーネームとファーストネーム、どちらでも取り扱いはいいと。どちらが

先でもというような扱いをされてるということで。  

 ほかに創意工夫の点でご意見お願いします。 

 

 

【村本委員】  これも東書なのですが、６年生の56ページ、57ページを見ていただけます

か。社会科や食育とも連携した、北海道の特産品なども取り上げられています。とても見

やすくて、児童も興味・関心を持って外国語に取り組めるのではないかと思いますし、他

教科との教科横断的な視点があり、いいことだなと思いました。  

 

【中山教育長】 そうですね、もう社会等々で地図の勉強もし、北海道というところにこ

ういうふうに書き込まれていることで、自分たちの生活とつなげていくということもおも

しろいですね。  

 いかがでしょうか、ほかにこの創意工夫の点で。  
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【水野委員】  東書の、教科書にピクチャーディクショナリーというのがあって、本当に

絵で、文字ではなくて絵で単語を示しているんです。これは、本当にいろんな可能性があ

るなと思って、やっぱり漢字とかではなくて、イメージと言葉を結びつけていって、辞書

ということで携帯ができるということで、すごく工夫されているなと感じました。  

 

【中山教育長】 確かに、このピクチャーディクショナリーに載っている分だけを獲得す

るだけでもすごい言葉の数になるんで、これ、本当に小だけではなくて中学校にも持って

上がればいいなと、私もそれは思いました。八尾の子どもたちにとっては、絵と文字と、

それからいろんなことがつながる一冊かなと、確かにそうですね。ありがとうございます。  

 あと、創意工夫の点ではよろしいですか。  

 それでは、今日的な課題の視点でご意見いただけたらと思いますが、よろしくお願いし

ます。 

  

【村本委員】  どの教科書も、日本の伝統を題材にしています。正月や節句、祭り、地域

について取り入れるなど、日本古来の伝統や節句を大切にするといった工夫がされている

と思いました。  

 

【中山教育長】 そうですね。八尾は今まで英語活動のときからいろんな節句等々も大事

にして、外国語の文化と結びつけていくという活動もやっているので、そのあたりは７社

それぞれに工夫されていると、私もそれは見ました。ありがとうございます。  

 ほかにはご意見。 

 

【岩井委員】  東書の６年生の59ページを見ていただきたいのですけれども、先ほどのペ

ージの次なんですけれども、日本と世界の食糧事情について取り扱っています。先ほど、

北海道の特産物が発言されておりましたけれども、その次に食糧事情ということで、流れ

も非常にいいなと思いました。  

 そのほかにも、教育出版も５年生の 105ページを見ていただきたいんですけれども、女

性の教育推進について、最年少でノーベル賞を受賞したマララさんが取り扱われています。

こうした写真も取り上げることで、男女共生教育の推進につながっていくのかなとも思い

ました。  

 

【中山教育長】 そうですね。マララさんもここでしっかりと取り上げていただいてると

いうことで。確かに細かいところまで見ていただいて、ありがとうございます。  

 今日的な課題に関連する題材を取り扱っている教科書が、やっぱり八尾の子にはしっか

りと使っていきたいと思いますので、確認しておきたいと思います。  

 児童の実態、八尾の子どもたちの実態に応じているかどうかの視点も含めてお願いして

いいですか。  

 

【御喜田教育長職務代理者】  どの教科書会社も、児童の発達段階に即した教科書となっ

ていました。児童の身近な場面や自己紹介など、５年生から６年生にかけて会話も広がる
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ように工夫されていました。 

 また、季節に合わせた題材を配置するなど工夫されていて、児童の関心を引く内容とな

っていました。どの教科書会社も本当にいろいろ工夫されていて、文章や写真、イラスト

などがどれも見やすくて、全ての児童が使いやすいようになっていると思いました。文字

を大きくしたり、見やすい配色にしたりするなど、いろいろな工夫が見られました。 

 

【中山教育長】 確かに、どの教科書も本当に工夫されてるというのはしっかりとわかる

状況ですが。  

 ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。  

 それでは、児童の実態に応じてということで、整理していきたいと思いますが、巻末に

カードのようなものがついてるんですけれども、これについては皆様何かご意見ないです

か。 

 

【岩井委員】  少し細かいような気もするんですけれども、各教科書の巻末にカードのよ

うなものがついていますけれども、見ていただくとわかるんですけれども、東書と啓林館

は、カードが切り離せるようにミシン目がついています。そのほかの教科書ははさみで切

ることになるかと思います。小学校の発達段階を考えますと、なるべく手間のかからない

ほうがいいのではないかと思いました。 

 

【中山教育長】 そうですね、私も今言いかけてたのは、岩井委員おっしゃっていたのと

同じようなことがあって、どっちがいいのか、メリット・デメリットどちらもあるので、

そのあたりの視点の中でご意見いただけたらなと思いましたが、岩井委員からは、このほ

うがいいのではないかという、今ご意見をいただいたんですけれども。確かに授業中等々

考えると、はさみを出して切るというよりも、ミシン目があったほうがいいかとは思いま

す。 

そうしたら発展的な学習内容についてもご意見いただけたらと思いますが。  

 

【水野委員】  発展的な学習内容ということで、どの教科書を拝見しても、学んだ英語を

活用したりする場面や、単元の最後に学習を振り返るようなページが設定されています。

英語は学んだことを、本当に主体的に話したり聞いたり会話するということで身について

いきます。こうした特性を考えると、実際にコミュニケーションに活用できるような場面

が設定されている教科書が望ましいと思います。  

 そういった視点で言うと、各社それぞれ取り扱いは十分に満たしていると、この観点は

感じました。  

 

【中山教育長】 発展的な学習内容については、７社とも全て観点で見ると満たしている

ということで。よろしいでしょうか。  

 それでは、観点８、その他ですが、児童が使いやすい教科書という観点も含めまして、

その他でご意見いただけたらと思いますが。  
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【岩井委員】  教科書の大きさなんですけれども、英語の教科書を見ていただきますと、

教科書に児童が書き込む場面が多いと思います。そういう書き込み活動が多くなるという

ことを考えますと、英語の教科書は大きくてもいいのかなと思います。  

 東書と学図がＡ判ということで大きくて、そのほかの教科書はＡＢ判なのですが、大き

いと書き込みやすいという利点もあると思います。  

 

【中山教育長】 そうですね、コンパクトなほうがいい場合と、大きいほうがいい場合と

いうのが、どの教科もみんなの議論の観点になってるんですけれども、いかがでしょうか、

皆様。ご意見ほかにありましたら。  

  

【村本委員】  確かに、児童の実態を考えますと、アルファベットの型をしっかり書ける

ようにするには、児童が安心して書けるほうがいいと思います。どの発行者も文字の大き

さやフォントは見やすいですが、教科書に書き込むとなると、やはりおっしゃってるよう

に大きいほうがいいのではないかなと思っております。  

 

【中山教育長】 村本委員、地図のときにもフォントのことを言っていただきましたが、

アルファベットなんかをしっかりと書き込んでいくには大きいほうがいいんじゃないかと

いうご意見でした。よろしいですか。  

 ほかにご意見ありませんか。その他、何でも構いませんが。  

 皆様のご意見を聞いてると、どの教科書会社も、７社全ていろいろとすばらしいという

ご意見もいただく中で、ただ書くことの箇所が少ないとか、中学校生活と結びつく題材が

少ないとかいうところもございましたし、また、取り扱いの内容、皆様工夫いただいてい

るけれども、東書がやりとりする場面が多いということ。  

 それから、書くことに関しては東書、開隆堂、学図がしっかりと箇所数をとっておられ

るということ。  

 それから、創意工夫の点では、東書が教科横断的な題材を取り扱っておられることと、

何よりこのピクチャーディクショナリーが大変有用であるということ。  

 それから、今日的な課題に関しましては、教出の女性の教育の推進について取り扱って

おられる部分は評価できるということとともに、東書のほうが日本と世界の食糧事情等々

にも順序よく踏まえておられるというご意見もあったこと。  

 それから、八尾市の児童に適しているかどうかのところで、カードの切り離しのミシン

目、これが東書と啓林館は入れておられるということ。  

 発展的な学習内容については、全ての会社の教科書が工夫いただいているということ。  

 その他で、書き込むなら大きいほうがいいということで、東書と学図が大きいというこ

とで、これでずっと見ていくと、チェックかけていくと、皆様のご意見集約すると、東書

がいいという意見が一番多く出てたんですけれども、初めての選定になるので、子どもた

ちに使ってもらうのに、東京書籍を選んでいくということで、よろしいですか。  

 それでは、本市の児童の状況等も含めて総合的に勘案して、東京書籍の「ニューホライ

ズン エレメンタリー」が本市の児童にとって最も適した教科書であるということで、こ

の教科書を採択することにご異議ございませんか。  
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【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認め、よって、外国語の教科用図書につきま

しては、東京書籍株式会社の「ニューホライズン エレメンタリー」を採択することが適

当と決します。ありがとうございます。  

 それでは、次に道徳に移らせていただきます。このまま続けさせていただいてよろしい

ですか。  

 それでは、特別の教科道徳の審議を今から始めたいと思います。  

 道徳も答申にあった８つの観点に沿って審議したいと思いますが、今回の私たちがいた

だいた答申を見ますと、変更しているところもあるんですけれども、平成29年度、ちょう

ど２年前に私たちは小学校のこの特別の教科道徳を採択したんですけれども、そのときの

答申が踏襲されていると私は読ませていただいて思いました。そういう点も踏まえまして、

審議を進めていきたいと思ってるんですけれども、これに関して委員の皆様、何かご意見

ございませんか。  

  

【岩井委員】  本市では、東京書籍の「新しい道徳」が２年前に採択されて、各学校が教

材の研究を進めてきているところです。児童も教員も東書の教科書の内容になれてきたと

ころで、別の教科書会社に変わってしまうと、児童にとってはまた別の教科書を使うこと

になります。今回は２年という短い期間で次の採択時期になってしまいましたが、使用実

績も短い中で教科書が変わるメリットは、児童にはないのかなと思います。  

 また、教員にとっても研究の進め方なども変わってしまうのではないかと思います。そ

ういったあたりは選定委員会でどのような意見が出たのか、教えていただけませんでしょ

うか。 

 

【中山教育長】 事務局、選定委員会の意見をお願いできますか。  

 

【仁科指導課長】  選定委員会においても、前回の採択の議論をもとに教科書の内容と照

らし合わせ、確認しながら、審議が進められました。  

 その中で、先ほど委員の先生からいただいた意見と同様に、教員の研究においても東京

書籍の内容が蓄積されてきていると。また、児童も東京書籍の教科書になれ始めてきてい

るということ。  

 また、この間使用してきて不備なところもないということで、東京書籍を引き続き採択

することが望ましいのではないかという意見でまとまったところです。 

 

【中山教育長】 ２年前の採択の審議のときにも、八尾は 20代の先生方がたくさんいて、

先生方も教材研究し、子どもたちにしっかりと教えるに当たってはどうなのかという視点

で、かなり議論させていただいて、そのときに分冊があるほうがいいのかないほうがいい

のかとか、そういうことも含めてかなりの審議をさせていただきました。選定委員会では、

東京書籍をもう少し使ったほうがいいのではないかとまとまったということですよね。  

 私自身も、最初に投げかけさせていただいたのは、先生方の研究も東書でかなり進めさ
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せていただいている部分があるんで、もう少し使わせていただけたらいいなというのは、

私たち教育委員会としてもその願いでよろしいでしょうか。いいですか。  

 センター、研修等々で道徳についてはどうですかね。  

 

【塚本教育センター所長】  各研修におきましても、今現在使っている教科書に基づいた

読み物についての研究を進めております。引き続き同じ教科書で指導できることが、本市

の教育にとっては有効ではないかと考えております。  

 

【中山教育長】 前回の採択時から委員もお一人入れ替わっている部分もありますので、

前回の採択の議論を再確認したいと思うんですが、事務局、説明をお願いします。 

  

【仁科指導課長】  前回の採択時の議論の再度の確認ということですので、前回の採択時

の議論をちょっとまとめた部分として申し上げますと、まず、教科書の大きさがコンパク

トで、児童が使いやすいということ。 

 文字の大きさが、児童の発達段階に即して適切であること。 

 １年生の取り扱いの仕方については、絵やイラストが多く取り扱われ、見やすいこと。 

 八尾市の人権教育、人権を大切にする、人間尊重の精神を大切にした教材、とりわけい

じめに重点を置いた教材が取り扱われていること。 

 経験の浅い教職員を育てていく上で、授業内容に教員がしっかりとかかわり研究を進め

ていくため、分冊のない教科書であること。 

 こうした審議がなされ、東京書籍の「新しい  道徳」が採択されたところです。 

 

【中山教育長】 私の記憶に残るところもそのとおりなんですけれども。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、選定委員会の意見、また答申等も踏まえまして、前回の採択時の審議を確認

いたしましたが、何か委員の皆様から質問等ありましたら。この部分はもうすこしやって

おいたほうがいいのではないか等々ありましたら。よろしいでしょうか。  

 それでは、特にないということで、東京書籍の「新しい  道徳」が本市の児童にとって

最も適した教科書であるということで、東京書籍を使わせていただくということでご異議

ございませんでしょうか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、特別の教科道徳の教科用図書につ

きましては、東京書籍株式会社の「新しい  道徳」を採択することが適当と決します。あ

りがとうございました。 

 よって、議案第28号「令和２年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」につい

ては、以上のとおり午前中からの審議も踏まえて、以上のとおりとさせていただきます。  

 ここで議事の都合により、暫時休憩をさせていただきます。よろしいですか。  

 再開は５分後とさせていただきます。２時 40分再開ということでお願いいたします。  
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（暫時休憩）  

 

【中山教育長】 それでは、定刻になりましたので議事を再開いたします。  

 次に議案第 29号「令和２年度使用八尾市立中学校教科用図書（特別の教科道徳を除く）

の採択に関する件」について審議いたします。  

 提案理由を仁科課長より説明願います。  

 

【仁科指導課長】  それでは、議案第 29号「令和２年度使用八尾市立中学校教科用図書

（特別の教科道徳を除く）の採択に関する件」について、ご説明をいたします。  

 本件については、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により、

次のとおり委員会の議決を求めるものです。  

 提案の理由といたしましては、令和２年度使用八尾市立中学校教科用図書（特別の教科

道徳を除く）を採択するにつき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第

14条に基づき、本案を提出する次第です。  

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

【中山教育長】 特別の教科道徳を除くというのは、採択がえの年には当たっていないこ

とから、令和元年度の同じ教科書を採択するものと定められているという解釈でよろしい

ですね。  

 

【仁科指導課長】  結構です。  

 

【中山教育長】 現在使用されている教科書について、現場の先生方から何か不備な点、

困っている点等々の集約したところがあれば、お願いします。  

 

【仁科指導課長】  校長会においても意見照会はさせていただいておりますけれども、使

用に際しての不備な点はなく、教員の研究、また授業の学びも進められているという報告

を受けております。  

 

【中山教育長】 委員の皆様、何か質疑ございませんか。よろしいですか。ありがとうご

ざいます。  

 それでは、次に中学校用図書の中で、特別の教科道徳を除く教科書については、採択が

えの年には当たっておりますが、これについてはいかがですか。  

 事務局、お願いできますか。  

 

【仁科指導課長】  今年度については、中学校の教科書、道徳以外の採択を行うこととな

っております。  

 平成31年３月29日付文部科学省の通知において、令和元年度においては、特別の教科道

徳以外の教科書について採択を行うこと。また、平成30年度検定において新たに合格した
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図書がなかったことから、平成27年度採択における調査研究内容を活用することも考えら

れるとなっております。 

 これについては、新学習指導要領の全面実施に向け、令和２年度に新たに中学校の教科

書が採択されることが想定される中で、平成 30年度検定で新たに合格した図書がなかった

ことから、このような通知となっております。  

 また、今年度、新たな教科書を採択いたしますと、次年度も採択が想定されております

ので、２年続けて生徒は教科書が変わり、学びの連続性について大きな課題が生起するこ

とが想定されております。  

 そうしたことも踏まえ、選定委員会においては今年度と同じ教科書を採択するのが望ま

しいのではないかという意見でまとまりました。  

 

【中山教育長】 新しい検定教科書がなかったということで、そういう通知も出ているん

ですけれども、現場の先生方、これについても何か不備な点等々はありませんか。  

 

【仁科指導課長】  令和元年６月13日付の事務連絡において、各中学校及び義務教育学校

を対象に調査を実施いたしました。全ての学校から、前回の平成 27年度採択からこれまで、

現在使用されている教科書について、不備な点や使いにくい等の否定的な意見は出なかっ

たというところになっております。  

 

【中山教育長】 全学校にも確認をしたということで。  

 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、不備の点がな

いという判断で委員の皆様、何かその点についても含めて質疑ありましたらお願いします。

よろしいですか。  

 それではないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第29号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。よろしいです

か。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第29号「令和２年

度使用八尾市立中学校教科用図書（特別の教科道徳を除く）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す。 

 それでは、引き続き議案第 30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。  

 提案理由を仁科課長より説明願います。  

 

【仁科指導課長】  それでは、議案第30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。  

 本件について、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規定により、次

のとおり委員会の議決を求めるものです。 
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 提案の理由といたしましては、市内小中学校に在籍する児童生徒が、拡大教科書を必要

とすることから、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いただきたく、

本案を提出する次第です。  

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

【中山教育長】 今、提案理由の説明があったんですけれども、この件、何か質疑ござい

ませんでしょうか。よろしいですか。  

 委員の皆様に知っておいてもらうのに、来年度、拡大教科書を使用する予定の児童、生

徒について、事務局から説明できればお願いしたいんですが。  

 

【仁科指導課長】  現時点においてですが、小学校で１名使用する予定となっております。  

 

【中山教育長】 本市においては、この第 30号の規定に基づくお子様が１人いらっしゃる

ということで、ご理解いただけたらと思います。  

 ほかに、何かご質問等、質疑ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、ないようですので採決に移らせていただきます。  

 議案第30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。 

 

【中山教育長】 よって、議案第30号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教

科書」の採択に関する件」につきまして、原案を適当と認めることに決しました。ありが

とうございます。  

 本日は、小学校、中学校、それから拡大教科書の採択ということで、議案３件行いまし

たが、それぞれの教科書が、八尾の児童、生徒にとりましてしっかりと学習に効果的に活

用されるようにということを我々は願っておりますので、また事務局もしっかりと現場と

つながっていくようよろしくお願いします。  

 他に、事務局から何か連絡等々ありませんか。よろしいですか。  

 それでは、以上で本日の予定案件全て終了させていただきます。委員の皆様も、ほかに

はご意見ございませんか。よろしいですか。  

 長時間にわたり、本当にありがとうございました。  

 それでは、８月臨時教育委員会を終了いたします。  

 傍聴の皆様、ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 


