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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、ただいまより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岩井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

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

が、この採択に関する教育委員会については、公開で行うことを既に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】 それでは早速ですが、議事に入らせていただきます。 

 議案第 31 号「令和３年度使用八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」について

審議いたします。 

 提案理由を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 31 号「令和３年度使用八尾市立中学校教科用図書

の採択に関する件」について、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３年度使用八尾市立中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３年度から全面実施されます新学習指導要領の内容に基

づいた中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
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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しっかりと採択

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、ここで確認したいと思いますので、

説明を願います。 

 

【仁科指導課長】 令和２年４月 22 日に令和３年度より使用されます中学校用教科用図

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、第１回選定委員会を令和２年５月 13 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２年７月９日、 10 日に開催しました第２回、第３回選定委員会において、

調査員などの報告書などを基に慎重に審議を重ね、各教科の答申を作成し、令和２年７月

17 日に教育委員会へ答申を手交した次第です。 

 

【中山教育長】 ただいま説明がありましたが、前回の令和元年度のときには、選定委員

会からの答申を基にいたしまして、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、それから学校からの報告書、また市民の皆様からの声も参考としな

がら審議し、採択したということでございます。 

 今回につきましても、各委員、既に読んでいただいているかと思いますけれども、答申

を基に審議を進め、採択をするということで、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】 それでは全委員、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、これから 10 教科 16 種目の教科書の検討を進めていくわけですけれども、教

科・種目の検討を進める順序については、答申の順序で進めていければと思っております。

よろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それからあともう一点、今回採択する教科書にはＱＲコードがついてい

るものもあります。この取扱いについて確認しておきたいと思いますので、事務局よりこ

の件、説明いただけますか。 

 

【宮本指導課長補佐】 ＱＲコードについてですけれども、ＱＲコードはスマートフォン

等の機器や端末で読み取りますと、各教科書会社のサイトやコンテンツにアクセスできる

ようになっております。 

 現在、来年度に向けたＧＩＧＡスクール構想により、１人１台端末が順次整備される計

画を基に、ＱＲコードを読み取るソフトを入れ、それぞれが端末で情報等を読み取ること
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ができるよう計画を進めている状況ですので、授業での活用促進が期待されるかと考えて

おります。 

 

【中山教育長】 このＱＲコードにつきましては、１人１台端末が整備され次第、それぞ

れがＱＲコードを読み取ることができるように今計画を進めていて、学校の授業でこのＱ

Ｒコードを活用できるということです。これについても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、この後答申を基に審議を進めてまいりたいと思いますが、八

尾市教育センターと八尾図書館の２カ所で教科書展示を行ったと聞いておりますので、ど

のような市民の声が寄せられたのかをお聞きしたいと思います。 

 山下教育センター所長、お願いします。 

 

【山下教育センター所長】 本年度の教科書展示会の状況について、報告させていただき

ます。 

 本年度は令和３年度使用教科書の展示会を行いました。法定外展示会として、５月 29

日（金）から６月 11 日（木）までの 10 日間、教育センターにおいて開催しました。 

 また、法定展示会として６月 12 日（金）ら７月１日（水）までの 14 日間を教育センタ

ーで開催しました。 

 さらに、八尾図書館においても休館日を除き、土日を含めて６月 10 日から６月 31 日ま

での期間で開催しました。 

 閲覧者数については、教育センターでは法定外展示で２名、法定展示会で 18 名、合わ

せて 20 名。また、八尾図書館では 64 名、合計 84 名の方に来ていただきました。 

 閲覧に来られた理由としましては、市内の子どもたちがどのような教科書で学ぶかを知

りたい、また小学校と中学校の英語の教科書の違いを見たいといったものが見られました。 

 感想としましては、主なものとして「内容が深く感心させられました」、「子どもたち

が考えることができるための工夫が多く、よかったです」、「教科書を見ると、生徒、児

童が何を学ぶべきかがよく見て取れました」、「カラーの写真が多く、会話で説明してい

る部分が多く、分かりやすかったです」など、様々なご意見を頂いております。 

 以上、甚だ簡単でございますが、今年度の教科書展示会についての報告とさせていただ

きます。 

 

【中山教育長】 84 名の多くの市民の方にご覧いただくことができたということです。 

 あと、それ以外にも諸団体から延べ７件ほど要望書も頂いております。教育委員会の皆

様にも、その要望書については目を通していただいているところです。 

 それでは、これより 10 教科 16 種目の教科書について審議していきたいと思います。各

委員、読んでこられ、また見ていただいた教科書や答申を踏まえて、この後活発なご意見

を頂けたらと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに国語について審議を始めたいと思います。選定委員会ではどのような
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観点でまとめられていたか、まず事務局より説明願えますか。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の国語の検討のまとめといたしましては、情報を活用する

力を育成できるという点、言語活動が充実しているという点、論理的に説明する力を育成

できるという点、読書活動が充実されているという点、こういった点の議論を基に、選定

委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行者の特色をまとめ、答申

に挙げております。 

 新学習指導要領では、情報の扱い方に関する事項が新設されたことや、言語活動の創意

工夫、言語文化に関する指導の改善・充実、学習過程の明確化と考えの形成の重視などが

改訂のポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 ただいま事務局から説明がありましたが、事務局からの説明も踏まえて、

各委員それぞれにお考えいただいたことを忌憚なくご意見頂けたらと思いますので、どな

たからでも結構ですのでお願いします。 

  

【水野委員】 今事務局の方からも、ＧＩＧＡスクール構想の話があったんですけども、

タブレットが行き渡っていく過程の中で、情報の扱い方ということがやはりポイントにな

ってくると思います。私もその観点から教科書を見させていただきました。 

 教育出版の１年生の 41 ページを開けていただきたいのですが、「学びナビ」というの

がありますが、このようにどの教科書会社も資料を文章から読み取った情報をどのように

扱うかということについて、身近な場面を話題にしながら解説しています。東書も１年生

の 226 ページに、「学びを支える言葉の力」というところで、身近な場面を解説していま

す。 

 私が特に注目したのは光村です。光村の１年生を見ていただきたいんですけど、論理的

な思考力を育むための工夫として、１年生の 32 ページのところに「情報整理のレッス

ン」ということで、非常に分かりやすく比較分類して情報を整理したりするための方法が

ここでは書かれています。他に、情報と情報との関係を捉えるための基本的な観点をまと

めた「思考のレッスン」（1 年 52 ページ）があります。そして、それらが 9 ページにあ

る「思考の地図」で思考ツールとしてまとめられています。どの学年の巻頭にもこの「思

考の地図」があり、文章や資料から読みとった情報を整理しながら考えを深める手立てと

して活用できるようになっています。 

また、1 年 60 ページを見てください。この「情報社会を生きる」という単元は各学年に

あり、その中で情報の集め方をはじめ、情報の読み取りや情報を伝えるための工夫など、

学年に応じた内容が取り扱われています。 

 三省堂や東書では、巻末の資料にも「情報の探し方」についてまとめてあります。イン

ターネットでの検索の仕方なんかも書いてあって、ＧＩＧＡスクール構想に合致した教科

書の工夫が見られると感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、国語に関して何かご意見ありましたらお願いします。 
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【藤井委員】 八尾市の生徒は、自分の考えを明確にしたり、書いたり伝えたりする力に

課題があるようなんですが、主体的な言語活動を通してこういった力を育んでいくという

ことが非常に重要だと思っております。 

 東京書籍では、書く教材や話す・聞くの教材で、完成の具体例や途中段階の例などが示

されていて、とても丁寧に説明されている印象を受けてます。例えば１年生の 194 ページ

を見ていただいてもいいでしょうか。生徒が教科書で手順を確認しながら、具体的なゴー

ルをイメージして書いたり話したりする方法を学習できるような内容になっていると思い

ます。どの生徒も分かりやすいようにという配慮が感じられるなと思いました。 

 あと、光村図書では、各学年に情報の読み取りや整理を基に様々な言語活動が展開され

るという単元があります。１年生の 125 ページを見ていただいてもいいでしょうか。この

「道筋を立てて」の単元では、読む教材、書く教材、話す・聞く教材が、根拠を明確にす

るということをテーマとしてつながっていて、この一連の学習を通して、根拠を明確にし

て意見を述べるということのよさや大切さについてしっかりと学習することができるよう

になっています。 

 ２年生と３年生の教科書にも同じような配列の箇所があるのですが、どれも根拠を意識

して、自分の考えを持ち、表現する力をつけるための配列になっていると思います。八尾

市の生徒の課題に合った力をつけられる内容ではないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、お願いします。 

 

【岩井委員】 各社とも、対話や交流を通して主体的に学ぶことができるよう、多様な学

習活動が設定されています。本市の生徒の課題である、「論理的に説明する力」について

は、書くことだけでなく話すことの活動の中でも育んでいくことが大切だと思います。 

 ３年生では、どの教科書でも合意形成に向けての「話し合い」が取り上げられています。

東書は 197 ページ、それから光村の 136 ページを見てください。東書と光村は、どちらも

ページの上下で学習の流れと具体例が整理されていて、学習全体の様子をイメージしやす

いように工夫されていると思いました。また、東書では、200 ページに話し合いの全体の

完成例が示され、話し合いの様子を具体的にイメージできるように配慮されています。光

村では、学習過程のうち、この教材で最も重視したい「伝え合う」の部分の色を変えて強

調して、その点について、次のページ 138 ページで詳しく取り扱っています。そこでは２

次元コードから、動画で全体会議を進めていく様子を視聴することができ、具体的な話し

合いのイメージをしっかりと持つことができます。これはとても説得力のある資料だと思

います。学習のねらいが焦点化されていて、効果的だなと感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、何かありましたらお願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 私は、言語文化に関する指導の充実という点で、読書活動の

推進は重要であると考えます。各社とも、様々な種類の本の紹介や図書館の活用について
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取り上げられており、読書活動の推進を意図した内容になっていると感じました。 

 府の選定資料、国語 22 ページの紹介図書の冊数を見ますと、東書は紹介図書数が最も

多く、読書活動の推進に力を入れていると思いました。光村は他の教科書会社よりも数は

少ないようですが、内容を見てみると、本の紹介の仕方に工夫があると感じました。例え

ば１年生の 84 ページから 89 ページを見てください。ここでは「本の中の中学生」として、

生徒と同じ世代の主人公が登場する本の一部を紹介し、続きを読みたくなるように仕掛け

られています。２年の 84 ページ、85 ページでは、「星の王子さま」を題材として、二人

の翻訳者による文章の読み比べを取り扱っています。また、３年の 82 ページからは、

「羊と鋼の森」を例に、様々な本の探し方を学習する内容になっています。 

 三省堂では、各学年で作家の方の読書体験についてのコラムを取り扱っています。例え

ば１年生の 92 ページでは、又吉直樹さんのコラムが掲載されています。これまでの読書

体験を通して感じた本の面白さやよさについて書かれており、読書への興味を持たせるき

っかけになっていると思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 それぞれ国語について、４人の委員の皆様、ご検討頂いたことを言って

いただいたんですけど、他にありませんでしょうか。ここで決めていかなければならない

ので、各社とも本当に様々に工夫いただいているんですけれども、私のほうでご意見頂い

たことをまとめていかせていただきますと、情報の整理や活用の仕方について丁寧に扱っ

ているもの、それから様々な言語活動を通して思考力や表現力を育成できるもの、それか

ら論理的に説明する力を養うことができるもの、それから最後には読書活動の推進につい

て工夫されているものということで、それぞれの視点でご発表頂きました。それぞれの各

社のいいところもいっぱい言っていただいたんですけれども、委員の皆様のお話を総合的

に勘案していきますと、一番ご意見が出ていたのが光村図書の「国語」が本市の生徒にと

って最も適した教科書であるというご意見が多かったというふうに、私のほうは今控えさ

せていただいてるんですけれども、この点いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、国語につきましては、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」を採択することを適当と決

しさせていただきます。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、次は書写に移りたいと思いますのでご準備いただけたらと思

います。各委員の皆様、よろしくお願いします。 

 今のような進め方で進めさせていただいてよろしいですか。各委員の皆様、それぞれに

見ていただいておりますので、ご意見を聞いてまとめていくという形を取りたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 
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 それでは、選定委員会ではどのような観点でまとめられていたか、まず先に事務局から

お願いします。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の書写の検討のまとめとしては、多様な文字文化や表現に

ふれるという点、日常生活の中で効果的に活用できるよう工夫されている点、書写に関す

る事項について理解しやすく工夫されている点、行書の書き方の習熟が高まるように工夫

されている点、こういった点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適し

ている教科書として各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、多様な表現を通して文字文化の豊かさに触れ、効果的に文字を書

くこと、書写に関する事項について理解し使うことといったことが改訂のポイントとなっ

ております。 

 

【中山教育長】 事務局の説明が終わりましたが、そのことも踏まえまして、委員の皆様、

同じように忌憚ないご意見頂けたらと思います。 

 

【水野委員】 各社とも、学年に応じて適切な指導内容を取り上げられているというふう

に感じました。書き方のポイントを学んで、それを踏まえて毛筆を学習して、その後学ん

だことを生かして硬筆で書くというような流れになって、毛筆での学びが硬筆につながる

というような、毛筆から硬筆というのがありました。 

 光村では、硬筆の部分が「書写ブック」として教科書から取り外して活用できるように

なっていますね。毛筆のページに硬筆の部分がほとんどないせいか、余白がゆったりとし

ていて主要な部分が際立っていると思いました。 

 また、「書写ブック」は、書く活動が豊富に用意されているというふうに思いました。

府の選定資料の書写の 10 ページを開いていただきたいんですけど、通しページじゃなく

て科目別になってるので、書の 10 ページなんですけど、上から２番目に図があります。

硬筆教材のページ数から分かるように、光村はほかの３社よりも硬筆部分が多く扱われて

いるということがこの図、統計数字から分かると思います。毛筆で硬筆の基礎を養うとい

うことを踏まえると、学びをしっかりと定着させるために硬筆部分の取扱いはすごく大切

だなというふうに私は感じました。 

 書写に関する事項について理解するという点で、中学校での学習の中心となるのは行書

だと思います。行書に注目すると、各社とも初めは、楷書と行書を見比べて、行書の特徴

を考えたり見つけたりする学習があります。東京書籍の 31 ページを開いていただけると、

楷書と行書で書かれた「東」という字が指でなぞるわけですね。指でなぞる活動によって、

書くときの動きの違いについて体験的に気づくことができるように工夫されています。全

体を通して、形をまねることよりも、動きについて理解するということで、かなり習得が

できるんじゃないかと感じました。行書を身につける上で大変重要な視点だと思いました

ので、発言させていただきました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 
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【藤井委員】 多様な文字文化や表現に触れるという点についてなんですけれども、各社

とも文字の変遷や歴史について取り上げていらっしゃいます。そのページを見比べたいと

思うのですけれども、東京書籍の 28 ページと、それから三省堂の 34 ページ、教育出版の

38 ページ、三省堂は 34 ページ、光村は 48 ページです。見比べていただきたいんですけ

れども、東書と三省堂と教育出版は、様々な文字が実際に使われていた写真や資料と共に

掲載されていると思うんですけれども、光村はそういった資料がちょっと少ないかなとは

思いました。写真や資料があると、文字の形だけでなく、文字の長い歴史や背景について

も想像を膨らませることができると思います。そういった意味では、写真とかそういう資

料なんかの取扱いも必要だなと思いました。 

 あとは、東京書籍の「文字のいずみ」というのがあって、そこでは様々な視点で文字文

化や多様な表現が取り上げられています。例えば、 61 ページを見てもらえますか。ここ

の「文字と絵」というのが、生徒の興味をひく資料だと思いました。へへののもへいじと

か六歌仙の小野小町、文字を生かした都道府県の県章やシンボルマークなども、自分でも

書いたり探したりしたくなるような資料だと思います。 

 また、同じ東京書籍の 84 ページ、こちらの「仕事の中の手書き文字」とか、あと三省

堂の 74 ページ、こちらでは文字に関わる仕事について書かれてあります。文字の役割や

文字の魅力について考えることができる教材であり、３年生の生徒にとっては仕事に対す

る興味にもつながるのかなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 文字を効果的に書くことや、日常生活や学習活動に役立つ活

動の充実という点についてですが、各社とも書写での学びを生かすための学習内容が取り

扱われています。東書や教出では、身近な生活場面の中での文字の活用を扱ったページが

充実していました。 

 中でも、東書の「生活に広げよう」で取り扱われている「職場訪問をしよう」や「防災

訓練に参加しよう」は、よく工夫された教材だと思いました。例えば 45 ページの「職場

訪問をしよう」を見てください。職場訪問に向けて①から④の異なる場面があり、それぞ

れの場面に応じて書き分ける必要がある設定になっています。他社の教科書では、ポスタ

ーやパンフレット、感謝状の書き方などが別々に紹介されていますが、このように一連の

流れの中で学習するほうが実際の生活場面に即していて、書く目的や用途の違いについて

よく考えられるのではないかと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 文字を効果的に書くという点でいうと、東書、光村、三省堂の３社には、

「楷書と行書の使い分け」を取り扱ったページがあります。行書の特徴やよさを知った上

で、実際にどのような場面でどちらを使うのが適切なのかと考える活動は、生活に生かす
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という点で大切であると思います。 

 各社のこのページを見比べますと、東書は考える手だてとして具体例が示されていたり、

キャラクターの吹き出しが考えるヒントになっていたりして、どの生徒にも分かりやすい

配慮がされています。本市の生徒の中には、外国籍の生徒をはじめ様々な配慮の必要な生

徒も多いことから、このように見て分かる具体例があるということは、本市の生徒に合っ

ているのではないかというふうに思います。 

 それからもう一点よろしいでしょうか。初めて行書を習う生徒の立場に立って考えます

と、興味を持って初めに書きたいと思うのは、自分の名前ではないかと思います。その点

で東書と光村には、巻末に人名用漢字表がついていまして、自分の名前の手本を確かめる

ことができます。 

 それから、行書には、楷書に近い形や草書に近い形など、様々な書き方があります。東

書の書写活用ブック 12 ページと、それから光村の 120 ページを見てください。当用漢字

表がついていますが、そこに示されている行書に注目していただきたいんですけれども、

東書の行書はどちらかというと楷書に近い形の書き方がされていますけれども、光村はよ

り崩した形の書き方がされていて、本市の生徒には少し難しいのではないかなというふう

に思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 これも今、各発行者名を出しながら皆様言っていただいて、それぞれに

すばらしいところはあるんですけれども、ご意見頂いたことを再確認させていただくと、

多様な文字文化や表現に触れる内容であるもの、それから文字の書き方とか文字について

の知識を日常生活の中で効果的に使うための工夫があるということ、それから字形とか文

字の大きさとか配列など、書写に関する事項についての理解を促す内容であるということ、

それから岩井委員からもご意見がありました毛筆での学びを硬筆に活かし、行書の書き方

について習熟ができる内容のものということで、これは行書にもいろんな形があるんです

が、岩井委員、実際に書に精通しておられるんですけども、光村、東書が出ていますが、

行書については東書のほうが八尾の生徒には分かりやすいという解釈でよろしいでしょう

か。 

 

【岩井委員】 東書のほうが、楷書に近い行書の形になってると思うんですね。光村は、

ちょっと崩していて、例えば分かりやすいところでいいますと、カ行の開くという、

「開」というのを見ていただいたら分かるかと思うんですけれども、門構えのところが、

光村は、かなり崩した門構えですけども、東書は、より楷書に近い門構えになってるんじ

ゃないかなと思いますので、どちらかといったら八尾の子どもたちにとっては、楷書に近

いほうが分かりやすいという点で、東書のほうが私は合ってるんじゃないかなと思います。 

 

【中山教育長】 本市の生徒の状況等も踏まえて総合的に勘案いたしまして、皆様のご意

を見まとめますと、東京書籍の「新しい書写」というのが本市の子どもたちにとって最も

適した教科書であるということで、採択をしていくということでご異議ございませんでし

ょうか。 
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 水野委員が最初に光村の毛筆のことを言っていただいているんですけど、よろしいでし

ょうか。 

 

【水野委員】 岩井委員のお話を聞いて納得いたしました。 

 

【中山教育長】 分かりました。それでは、全委員異議なしということで、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」を採択することが適当と決しま

した。 

 それでは次に地理的分野に行きたいと思いますので、入れ替えていただけたらと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に地理的分野について審議をいたします。 

 選定委員会ではどのような観点でまとめられているか、事務局より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の地理的分野の検討のまとめといたしましては、資料や写

真が豊富に掲載されている点、１時間の授業の中で効果的に組織・配列されている点、単

元の振り返りで、知識・思考力・判断力・表現力を養うことができる点、総合して地理的

分野において日本の諸地域の基本的事項を学習できる点、こういった点での議論を基に、

選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行者の特色をまとめ、

答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、中学校社会科において、公民としての資質・能力の基礎を育成す

ることをめざしています。地理的分野においては、世界や日本の様々な地域について学習

をする中で、それぞれの地域の自然環境や生活・文化・産業にはどのようなものがあり、

人々がどのような生活をしているのか、地図や写真などを読み取って理解を深めていくこ

とがポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 それでは事務局からの説明が終わりましたが、そのことも踏まえまして

委員の皆様、それぞれにまとめていただいたご意見を頂戴したいと思います。 

  

【岩井委員】 中学校社会科全体として、小学校社会科のつながりや中学校のパイ型構造

を踏まえた３分野間の接続も鑑みて、見ていく必要があると思います。とりわけ地理的分

野は世界、日本の様々な地域学習を広く理解し、歴史的分野での過去や未来とのつながり

や、公民的分野で身近な地域の関わりにつながっていくものだと思います。 

 どの教科書も地理を学習する上での見方・考え方の掲載があり、必要な基礎的な技能を

身につけられる項目が示され、生徒の発達段階に応じた構成内容と分量になっているとい

うふうに思います。府の選定資料を見ますと、帝国書院は日本の諸地域の割合が多くて写

真や地図が多く掲載されて、本市の生徒にとって資料活用能力を伸ばすというところで、

使用しやすいのではないかなと思われます。 

 あともう一つ、帝国書院の構成を見ていてよいなと思ったのは、例えば 171 ページを見

ていただけますでしょうか。日本各地方の冒頭に、地方を概観できる小学校の振り返りの

内容などを盛り込んだイラストの地図を掲載していまして、その単元を学んでいく導入部
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分として、生徒の興味・関心を高める工夫がなされていると思います。あと「巻頭６」５

ページにありますコラムの下ですけれども、「技能をみがく」というコーナーがありまし

て、そこに書いてある 23 のテーマは、地理の基礎的な技能を身につけられるので、本市

の生徒の学力を身につけるのに効果的な内容になっていると思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 人権尊重の観点について、どの教科書会社も学習指導要領に

沿って配慮され、様々な民族を取り上げています。国内では北海道の内容の中で、アイヌ

民族のことを取り上げていますが、特に帝国書院は 284 ページに「2019 年には、日本の

国会でアイヌの人々を「先住民族」と明記する法律が成立した」とあり、国から財政的支

援も明記されています。 

 あと、特別支援の観点から、東書は他の種目もそうですが、立体感や陰影のある表現を

省いたフラットデザインを採用し、学習者が学習に必要な情報に集中できるように配慮さ

れています。 

 教育出版は、学習事項を書き込み形式で進める教科書になっていて、生徒の意欲を高め

ることができると思いますが、本市に即して言うと、学習課題のある生徒、欠席が続く生

徒のフォロー、日本語指導が必要な生徒にとっては十分な時間が必要になってくるのでは

ないかと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 ２人の委員からもありましたけど、教科横断的な視点ってすごく大事で、

横ぐしというような口語的表現で言われてますけども、効果的な指導が行われるようにと

いうところがあると思います。例えば１時間の授業を組み立てるとすると、日本はアジア

ということで、アジア州という単元でみると、例えば東書の 56、57 ページを見開きでい

きたいんですけども、東京書籍の 56、57、日文の 46、47、東書の 56、57、日文の 46、47、

それから教育出版の 50、51、東書 56、57、日文が 46、47、教出 50、51、帝国書院も同じ

く 50、51 になるわけですね。日本含めたアジア地域での地理的情報がここに出てるわけ

ですけども、本文と雨温図ですね、降水量というか気温ですよね、それから人口等のグラ

フが配列されて、各社とも視覚的に工夫がされた配列になっていると思うんですが、帝国

書院はそういった配列に加えてＱＲコードや写真の比較や色の配置で工夫がなされていて、

非常に分かりやすいというふうに思いました。例えば配列で言うと、グラフには複数の色

を使用しないで、あえてその項目の割合を抽出しやすいような配色の工夫がされていて、

ぱっと見て分かるということですよね。あと、雨温図には項目ごとに色分けし、見た目で

気候区分が分かりやすいという工夫をされています。さらに地図の中で標高が分かるよう

な工夫がされていて、それから地名に振り仮名がついているということも実は結構、特別

支援の話なんかもありましたけど、ちょっと漢字がなかなか入ってこないというお子さん
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なんかにもいいんじゃないかと。 

 あともう一つ、地形の内容の部分で比べてみたんですけども、東書は 160 ページ、教出

は 154 ページ、それから帝国書院 144 ページ、日文は 140 ページになります。まず東書と

教出と帝国書院は、地形とイラストの写真が掲載されていてすごく理解しやすいなと思い

ました。その中でも特に、帝国書院は地形のイラストと果樹園とか水田とか、その土地が

何に利用されているのか、土地利用の内容も記載されていて学習の内容が深まるなと感じ

ました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 どの教科書を見ましても、単元の振り返りのページというのがありました。

例えば帝国書院の 216 ページ、それと教育出版が 215 ページ、日本文教出版が 205 ページ

にそれぞれ近畿地方の振り返りというのが掲載されています。帝国書院は見開きで知識・

思考力・判断力・表現力というのをまとめることができていて、写真の振り返りとか、キ

ーワードの確認や発展的な課題も掲載されていて、チャレンジテストでの八尾市の課題と

されている情報を基に考察する力だったり、資料を活用し適切に説明する力というのも、

育成といった視点において適しているんじゃないかなというふうに思いました。 

 あと、東日本大震災のときも、学校や子どもたちの行動で命が助かるケースというのも

報道で流されていましたので、八尾市の地理的なところからも様々な教科で防災を取り上

げていくことは大切だと思います。府の選定資料を見ると、日本文教出版は自然災害や防

災に係る内容というのが充実しているように思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 今、詳しく皆様見ていただいてるので、いろんなご意見が出てるんです

けれども、ご意見頂いたことをまとめさせていただきます。 

 この地理的分野につきましては、最初資料や写真が豊富に掲載されていて、八尾の子ど

もたちの興味・関心を高める工夫がされている、それから水野委員から、１時間の授業の

中で効果的に地図やグラフや資料、それから配色などしっかり組織・配列されている、そ

れから単元の振り返りで、知識・思考力・判断力・表現力ですね、それを八尾の子たちに

養うことができるということ、それから総合的な地理的分野において日本の諸地域のとこ

ろについて基礎的な事項がしっかりと学習できるもの、本市においても外国の子たちがた

くさん在籍している状況を含めまして、皆様のご意見頂く中で、私のほうでまとめさせて

いただくと、どこもすぐれているんですけれども、帝国書院の「社会科  中学生の地理 

世界の姿と日本の国土」というのが一番八尾の子たちには分かりやすいのではないかとい

うふうに、審議の中のご意見、まとめさせていただけたらと思うんですけれども、何かご

異議ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 
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【中山教育長】 それではご異議がないということで、皆様のご意見をまとめまして、地

理的分野の教科用図書につきましては、株式会社帝国書院の「社会科 中学生の地理 世

界の姿と日本の国土」を採択することが適当と決しました。ありがとうございます。 

 次は歴史になりますので、歴史をご用意願えますか。ご準備、よろしいでしょうか。 

 それでは、歴史的分野について審議を始めたいと思います。 

 まず、選定委員会でのまとめを、事務局より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の歴史的分野の検討のまとめとしては、人権尊重の観点で、

差別の史実や男女共同参画を扱っている点、年表などの資料を豊富に扱っている点、学習

区分を整理し理解しやすく整理されている点、見方・考え方の視点を明確にしている点、

こういった点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書と

して各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、歴史的分野について考察するための視点や方法を「歴史的な見

方・考え方」として具体化、歴史的分野の学習の構造化と焦点化、我が国の歴史の背景と

なる世界の歴史の扱いの一層の充実の３点が改訂のポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 事務局の説明が終わりましたが、今の説明も踏まえましてそれぞれにご

意見頂けたらと思います。 

 お願いします、藤井委員。 

 

【藤井委員】 歴史を学習することで、子どもたちが戦争の悲惨さを感じ取って、二度と

起こさないように人権・平和・共生を育むことができる教科書であるということが、やは

り私は非常に大切だと思っております。どの教科書も古代から現代まで、他国との交流な

どでの歴史事項について人権課題をきっちり取り上げていますし、近隣国の領有問題につ

いては、どの教科書も歴史の経過等詳細に掲載されていると思いました。北方領土、竹島、

尖閣諸島については固有の領土というふうにどちらも明記されております。 

 また、八尾市にとって部落差別や民族差別の歴史については、とても重要で欠かせない

学習であると思っております。日本文教出版の 233 ページを見ていただけますでしょうか。

こちらには、水平社の西光万吉を紹介していて、水平社宣言などを取り上げていました。

あと 277 ページでは、在日韓国・朝鮮人の歴史とコリアタウンを取り上げて、身近な地域

の内容で学ぶことができます。 

 あと、東京書籍を見てほしいんですが、240 ページ、241 ページの「もっと歴史」とい

うところの特集で、部落改善運動の始まりを取り上げています。 

 あと、人権の取扱いという意味でもう一つあるんですけれども、男女共同参画の点につ

いても、八尾市にとっては重要な学習課題であるというふうに思っております。日本文教

出版の５ページを見ていただけますでしょうか。こちらには「女性史コラム」が特集とし

て各ページに掲載されているのが分かるのですが、各時代の女性の姿を紹介して、男女共

同参画社会の実現に向けて、男女平等の意義について考えることができるようになってい

ると思いました。 

 以上です。 
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【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 歴史はその時代や社会を動かしてきた人物などの働きに注目

が行きますが、多くの民衆が営みを支え、暮らしや活動を生き生きと伝え、人々が受け継

いできた多様な伝統・文化を主体的に学べる教科書が大切だと考えます。その中で、私が

見て学習してもらいたいなと思ったのは３社ありまして、まず教出は巻頭のページの「私

たちにつながる歴史」で様々な努力をしてきた人たちを紹介しています。帝国書院はコラ

ム「人権」「平和」などで、歴史の中で埋もれてきた人々を紹介しています。日文は、例

えば 291 ページを見ていただきますと、「先人に学ぶ」のページで生活の向上や文化の発

展、平和などに取り組んだ先人を紹介しています。また、そのことを未来に生かすという

発展的な学習の点で、日文の巻末に「歴史との対話を未来に活かす」というページがあり、

現代社会の解決に向けて、災害、政治参加、世界平和の重要な３つの課題例を紹介し、自

分の考えをしっかりと持つように促しているのは本市の生徒にとってとても大事なことだ

なと思っておりました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 大阪府の選定資料歴史の 25、26 ページを見てみますと、年表資料を初め、

地図やグラフ等の資料の数を総合すると、日文が豊富に掲載されているのかなというふう

に思います。令和元年度のチャレンジテストでも、出来事を時代順に並べ替えるといった、

「出来事の推移を考察することができる力」が課題となっていて、本市の生徒にとっては、

年表資料の掲載が豊富で、それを読み取る力は大切だと思います。 

 あと、教科書によって記載の仕方に違いがありまして、例えば育鵬社は「大和朝廷」と

いうふうにありますが、ほかの６社は「大和政権」と記載され、まだ律令制度がないこと

を区別しています。また、そのうち日文、山川、帝国書院は片仮名でヤマトと明記され、

国の倭、地域の大和と区別しています。また今回の国の検定意見では聖徳太子は後になっ

て称されたことに触れており、厩戸皇子が記載されていますが、どちらも太字で扱い、補

足説明のあるのが、東書と日文と山川になっています。 

 こういったところで、生徒にとっては学習していく過程で時代の移り変わりを正確に、

かつ理解しやすい説明がされている教科書が望ましいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 どの教科書も、生徒の発達段階に応じた構成内容と分量になってるという

ふうに感じました。東書、教出、帝国、日文、育鵬社では巻頭ですね、最初のところで小

学校で学習した歴史的人物のイラストとか写真とか、時代の流れに沿って示していて、導

入部分で小中の接続ということを意識されているなと思いました。 

 学び舎は、各章「テーマ」ごとに、象徴的な出来事から掘り下げて学ぶことができると
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いう教科書になっていますね。 

 ちょっと特徴を見させていただいて、３点ほど感想というか、意見を申し上げたいと思

います。組織と配列なんですけども、東書、教出、日文、帝国は各時代で単元カラーとイ

ンデックスを設定し、見開きに時代・世紀のスケールを設けて、現在学習している時代や

世紀を常に確認できる時間軸を意識できるようにしていて、これは生徒にとって、学習区

分を整理・理解する、とても重要なことだと思いました。特にめくったときに、日文と帝

国はラベルの配色が見やすいなと思いましたので、すぐそこに行けるということがありま

すね。 

 ２番目として、歴史の調べ方やまとめ方、発表の仕方についてどの教科書も説明してい

て、生徒さんが歴史上の事柄を調べ合って話し合うみたいな学習をサポートする記述が充

実しています。大阪府の選定資料を見ますと、東書は話し合い活動の課題の項目が多くて、

「みんなでチャレンジ」コーナーでは、思考ツールを紹介した小集団の参加型学習で対話

的な活動を促しています。 

 最後なんですけど、今回の検定で、歴史的分野では世界史の分量の増加や話し合いの学

習をサポートする記述が充実しています。一方で授業時数が変わらないわけなので、授業

の枠の中でこなし切れるようにメリハリのある指導が当然必要になってくるわけです。比

較的取り組みやすい、２人１組の意見交換を行うペアトークができる内容も多分必要にな

ってくるんじゃないかと思います。 

 例えば、日本と世界の歴史がつながる元寇の内容を比較したいと思うんですけど、日文

の 82 ページを開けてください。全部開いていただくとすごいスペースになっちゃうんで

すけど、東書の 76 ページ、日文の 82、それから教出の 74 ページ、帝国書院 70 ページ、

育鵬が 82 ページ、山川も 82 ページ、学び舎が 68 ページなんですけど、これを鳥瞰して

見ていただくと、日文がどの単元も学習課題と見方・考え方がセットになっていて、生徒

が歴史的事実の因果関係を理解し、追及できるということができるんじゃないかなと思い

ました。歴史の授業の流れの中で、歴史的事象を押さえながら、見方・考え方を深めてい

くということは歴史上非常に重要だと思いますので、そんなところの特徴を感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。 

 水野委員がご指摘頂いてる元寇の部分、確かに比べさせていただきやすい部分かと思い

ます。 

 事務局にもう一度質問したいんですけれども、今回初めてこの歴史の検定として挙がっ

ています山川出版、こちらについて選定委員会で何か意見は出ていたでしょうか。 

  

【宮本指導課長補佐】 山川出版は、今回初めて中学校教科書を発行しておるんですけれ

ども、本文、資料ともに詳しく掲載されておりまして、また１ページの文章量が豊富で、

発展的学習として扱うこともできますけれども、授業時数が変わらない中で、社会科で３

分野の学習進度を鑑みていきますと、本市の生徒にとって学習内容を消化できるかという

ところもあるという意見が出ておりました。 

 以上です。 
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【中山教育長】 委員の皆様、ほかにご意見ないでしょうか。よろしいでしょうか。 

 大変、どの発行者もそれぞれに特徴を出していただいているんですけれども、今皆様か

らご意見頂いたもの、まとめさせていただきますと、人権尊重の観点で、差別の史実とか

男女共同参画をしっかりと扱っている、それから年表などの資料を豊富に扱っていて、学

習区分を整理して理解しやすい、それから見方・考え方の視点を明確にしていて、授業時

間内で取扱いがしやすいもの、それからあと頂いているのは、ともかく資料が豊富でとい

う部分を皆様も言ってくださってるのがありましたので、本市の生徒の状況等も含めまし

て、皆様のご意見を総合的に勘案し私のほうでまとめさせていただきますと、日本文教出

版の「中学社会 歴史的分野」が本市の生徒にとって最も適当であるのではないかという

ふうにまとめさせていただきたいんですけれども、ご異議ございませんでしょうか。よろ

しいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【教育長】 それでは、全委員異議なしということで、歴史的分野の教科用図書につきま

しては、日本文教出版株式会社の「中学社会 歴史的分野」を採択することが適当と決し

ました。よろしくお願いします。 

 それでは次の種目に行きたいと思います。次は公民になるかと思いますので、公民のほ

うをお願いします。 

 それでは、公民について審議を始めさせていただきます。 

 選定委員会での観点、事務局より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の公民の検討のまとめとしては、キャリア教育について充

実している点、差別のない社会の実現に向けての取扱いがなされている点、政治や経済に

おいて八尾市や近隣都市の取扱いがなされ、興味・関心が高まるように工夫されている点、

主権者教育について充実している点、消費者教育について充実している点、こういった点

での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行者

の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、経済、憲法・政治、国際の単元に新たな見方・考え方が位置づけ

られ、重視されたこと、また 18 歳選挙権に伴う主権者教育の充実や社会参画意識の醸成

や、持続可能な社会の形成に向けた意識の醸成が改訂のポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 事務局から説明がありました改訂のポイント等も踏まえまして、委員の

皆様、ご意見お願いいたします。 

  

【村本教育長職務代理者】 内閣府の国際比較調査におきまして、日本の学生は「社会の

ことはとても複雑で、関与したくない」と考える者が 53.6％に上るのに対し、アメリカ

は 27.3％、中国は 22.2％となっており、主権者教育の充実や社会参画意識の醸成が本市

の生徒にとっても必要かと思います。どの教科書も主権者教育が重視され、その中で見

方・考え方を働かせ、主体的・対話的で深い学びを実現するように工夫されているものを
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ピックアップしてみました。 

 興味・関心を引いたのは日文の 68 ページを見ていただけますか。「 15 歳は「子ど

も」？それとも「大人」？」ということで、日本の法律で定められている 15 歳の権利と

その制限を手がかりに、大人になるとはどういうことかを現在の自分に当て考える内容に

なっています。あと 118 ページでは「自分たちのまちの首長を選ぼう」では、よりよいま

ちづくりを実現するため考えさせる手だてを示しています。あと、東書の 76 ページを見

てみますと、見ていただけますか。「だれを市長に選ぶ？」のページがありますが、話し

合い、議論を設定している内容で面白いなと思いました。 

 もう一つ今、社会情勢の中で、起業する若者が増えるとともに、離職・転職、また非正

規雇用の割合が高くなっている現状があります。政治や憲法に学習が重要視されがちです

が、労働環境や権利、社会保障も含めた経済分野での学習を正しく学んで社会に出ること

が大事になってくるのではないでしょうか。 

 例えば帝国書院の 104 ページを見てもらいますと、「先輩たちの選択」のページがあっ

て、池上彰さんなどの著名人たちが将来の進むべき道を考える内容ページを設定したりし

ています。それから日文の 152 ページでは「明日に向かって」というコーナーで将来の職

業を考え、社会での自立、役割を果たす意欲を高め、キャリア教育を重視していて、それ

ぞれ工夫しています。 

 あと、教出の 128 ページ「もしもすべての給食を一人で作ったら」という題材で、分業

と交換とは経済活動においてどうあるべきかを考え、協働精神を養うことができ、大切だ

なと思いました。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 私は公民分野でもやはり重要な単元は、人権についての学習だと思ってお

ります。どの教科書も、憲法や法律の単元で様々な人権について取り上げられていました。

日本文教出版の 52 ページを見ていただけますか。こちらには、「差別のない社会へ」と

いう見開きのページで、部落差別のことやアイヌ民族のこと、在日韓国・朝鮮人差別のこ

とを法律も交えて掲載し、また生野コリアンタウンの紹介などが掲載されているんですけ

れども、生徒が身近な話題で、興味・関心を高める学習内容になっているんじゃないかな

と思いました。 

 東京書籍の 70 ページ、こちらではまとめの活動で「ちがいのちがいを追及しよう」と

いうことで、話し合いの活動を設けています。あとは教育出版の 59 ページ、60 ページで

子ども食堂や八尾市にもある夜間学級などの内容も取り上げてありました。あとは育鵬社

は世界の平和に尽くした新渡戸稲造を紹介していたり、帝国書院は「偏見や差別をなくす

ために」という題材で、全国中学生人権作文コンテストで掲載された生徒の作文を掲載し

たりなんかしています。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 
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【岩井委員】 どの教科書会社も、生徒が学習に興味・関心がより引かれるよう生活場面

に注目した教材や、吹き出しを考える教材など、いろいろ工夫されています。特に日文な

んですけれども、113 ページを見ていただけますか。地方分権の内容の中で、中核市につ

いて八尾市を取り上げていて、保健所の設置や小中学校の教職員の研修など、多くの権限

が移されているという情報が掲載されています。それから 142 ページには東大阪のゆるみ

止めナットの性能の高さ、それから 53 ページでは、先ほどもありました生野コリアンタ

ウンのこと、それから 14 ページでは関西万博など、大阪について取り扱う資料が多くて、

生徒にとって身近な地域を関連づけて学習できることは興味・関心を持ちやすくて、他教

科や総合的な学習の時間等で横断的に進めることができるのではないかと思いました。 

 あと、インクルーシブ教育の観点で見ると、日文の 50 ページを見ていただけますでし

ょうか。見ていただきますと、「まちのバリアフリーを探そう」でＳＤＧｓの未来都市と

して大阪府堺市の教育施設を取り上げ、教科書の端のほうですけども、点字の凹凸加工を

施して、実際に触って体感できるように工夫されているので、生徒が興味・関心を持って

学習を進められるなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 どの教科書も見方・考え方を明確に、ほかの教科との横断的・連携的なカ

リキュラムの立案ということがしやすい構成の工夫が見受けられました。 

 その中でも、例えば教出、東書、日文は本文の周りに「見方・考え方」というマークが

ついてるんですよね。課題が明確に示してあり、生徒にとっては活用しやすいと思いまし

た。あと消費者教育は本市の生徒にとってはぜひつけていただきたい力なんですけど、日

文の 131 ページのアクティビティで「消費を通した社会への意思表示」ということで、主

体的・対話的な問いがあって、ぜひ扱ってもらいたい内容だというふうに感じました。 

 それから、デジタルコンテンツの充実ということで言えば、メディアリテラシーについ

て学ぶということが、生徒さんにとってもうこれから絶対不可欠なんですけども、教出の

95 ページを見ていただけたらと思うんです。様々なメディアから収集した情報を、批判

的に読み取り検証していくって、これクリティカル・シンキングというふうに言うんです

けども、大学でやるようなことをもう中学校で出てるんですけれども、様々な例を基に考

える内容が掲載され、興味深く思いました。 

 それから同じ教出の 175 ページをちょっと開いていただきたいんですけども、よろしい

ですかね。セルフディベートというのがあるんですよ。集まらなくても、今の時代密にな

らなくても、自分の考えと他者の考えることができるということで非常に有用だと思いま

した。 

 それから、教出の 225 ページにフィシュボーンというのがあって、各教科書にも載って

いるのですが、教育出版だけが頭が右側に来てるんですよね。因果論に立てばそのとおり

なんですけど、ちょっと図としては物すごい違和感があって、普通逆なんですよね。ほか

は逆だったんですけどね。頭を左側に置くということで、課題の洗い出しというほうが子

どもにはすっと入ってくるんじゃないかなと思いました。 
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 育鵬社では、ロールプレイなどの議論や発表の仕方を「スキルアップ」で紹介してます

し、自由社も環境問題についてディベートとかプレゼンテーションの内容がありましたの

で、やっぱり公民分野ってこうやって議論しながら深めていくということがすごくあるか

なと思いました。 

 それから、日本文教出版の 220 ページなんですけども、課題探求活動の最後に生徒さん

が発表する際に、プレゼンテーションソフトをやっぱり使っていくという注意点ですよね。

これからタブレットが入っていくと、どんなソフトか分からないけど、ぱっと見たところ

パワーポイントかなと思うんですけど、そういうものをどうやってスライドをどうやって

使っていくかということについて、余り文字をいっぱい書かないとか、すごく工夫がされ

てるなと思いました。 

 それから、日文の 179 ページ、これはたまたまだと思うんですけど、今やっぱり教育関

係者としては、コロナウイルス感染症の問題があるんですけど、 2015 年のことですが感

染症が発生し殺虫剤がまかれる代々木公園が掲載されており、こんなことも言及している

のは、今後使う上では非常に大事な部分になってくるのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ４人の皆様それぞれにご意見頂きましたので、整理して採決に移ってい

きたいと思います。 

 公民につきまして、皆様からいただいたご意見とか、それから答申も踏まえて、まとめ

させていただきます。まず、主権者教育で現在の自分を考えさせる工夫がある、それから

キャリア教育として社会での自立とか役割を果たす意欲を高める、それから人権的な差別

のない社会の実現に向けての取組を取り扱っている、それから八尾市は中核市になったと

ころなんですけれども、その部分で近隣地域の取扱いなど本市の生徒にとって大変身近で

考えていける地域を関連づけて学習できるということ、それから本当にこれからとっても

大事な消費者教育として主体的・対話的なところから、自分の見方とか考え方を養ってい

けるもの、こういうことは本市の生徒の状況等も踏まえて、一番盛り込まれているという

ことで、総合的に勘案し皆様のお話まとめますと、日本文教出版の「中学社会 公民的分

野」が一番適している教科書であるというふうに私のほうはまとめさせていただきたいん

ですけれども、この教科書を採択することに皆様ご異議ございませんでしょうか。いろん

なご意見頂いたんですが、よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、公民の教科用図書につ

きましては、日本文教出版株式会社の「中学社会 公民的分野」を採択することが適当と

決しました。 

 それでは、このまま続けさせていただいてよろしいですか。 

 次、地図に行かせていただきたいと思います。入替え、よろしくお願いします。 

 それでは、地図についての審議を始めさせていただきます。選定委員会の観点、どのよ

うにまとめられているか、事務局より説明願います。 
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【仁科指導課長】 新学習指導要領では、地図としての項目はございませんが、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、また３年間を通して使用する

中、資料活用能力を高め、主体的に学べる地図帳であるかというポイントで選定委員会で

検討されました。 

 地図の検討のまとめとしては、鳥瞰図での世界各州・各国の特徴などを表すイラストや

資料がある点、地図での広域のつながりが確認しやすく工夫されている点、地図活用が工

夫されている点、拡大都市圏地図を使っての防災が豊富に掲載されている点、こういった

点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行

者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 

【中山教育長】 今の事務局の説明を踏まえて、委員の皆様、ご意見よろしくお願いしま

す。 

  

【村本教育長職務代理者】 今年度から、小学校第３学年からの地図学習の導入が示され

ています。地図帳は社会科以外にも使用用途が多く、小中学校を通して使い慣れたものが

望ましいと思います。 

 あと、東書も帝国書院も１年生が導入で活用しやすくできるよう、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。例えばどちらの地図帳も 49 ページを開いていた

だけますか。ヨーロッパですけども、比べていただけますか。帝国書院は世界各州・各国

の特徴などを示すイラストや断面図等の資料が掲載されており、生徒にとても活用しやす

いと思います。東書は海の深さがわかるイラストになっております。どちらの教科書も中

学校３年間を見通したものであり、他教科でも活用しやすく作成された地図帳になってい

ると思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 私も２冊を見ていきましたけれども、どちらとも基本となる地図、文章、

写真、挿絵、図、資料なんかは適切に取り上げられているなと思いました。主な題材で言

うと、巻頭で東京書籍はＳＤＧｓとか貧困、難民問題について取り上げられています。帝

国書院は、世界の生活や文化、各国語の挨拶などを取り上げていたり、インクルーシブ教

育の観点から見ると、186 ページで都道府県の名前、都道府県名とか県庁所在地名を手話

で表すコーナーが紹介されています。 

 あともう一つは、例えば帝国書院では９ページ、10 ページと、東京書籍では 15 ページ

と 16 ページ、開けて見比べてもらいますと、世界の地形が掲載されているんですけれど

も、帝国書院は太平洋や北海など重要な地名には振り仮名がつけられていますし、漢字の

読みが苦手な生徒にも配慮されているなと私は感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 
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【水野委員】 私は組織・配列の観点から教科書のほうを見て、見させてもらいましたけ

ども、どちらの教科書会社も日本と地方図、都市図、世界全体、世界の週ごとの地図、資

料、統計資料、索引、系統的に配置、配列されていると思いましたので、どの学年でも開

きながらこのページというふうに活用できるようになっていると思いました。 

 大阪府の選定資料を見ますと、８ページなんですけど、特に帝国書院は、日本の図表と

か写真とかグラフ等の割合が高くなっているということが、ここから分かります。地図の

図の８って書いてるところですけども、例えばアメリカ、北アメリカをちょっと比較した

いんですけど、帝国書院が 59、60 ページ、それから東書が 69、70 ページを見ていただけ

れば、サイズがやっぱり帝国書院のほうがＡ４判になっているので、開いてみると、アメ

リカの地図を開いてみるとまたちょっと情報量も違って、当然違ってくるわけです。帝国

書院のほうは当然スペースが大きいので、北アメリカ全体、それからメキシコとかそれか

らカリブ海の国々ですよね、周辺国家、バハマとかキューバとかドミニカとかハイチとか、

そういうところの周辺国家もありますし、ニューヨークのところも非常に視覚的にやっぱ

り分かりやすいように書かれています。やっぱり、子どもたちにとっては広域なつながり

が分かると親しみも湧いてくるんじゃないかなと思いました。 

 さらに、世界の地域ごとの地図に、日本の大きさ、日本の大きさの位置が分かるように

赤で日本地図が配置されていて、そこも工夫されているなというふうに思いました。 

 あと、配色をちょっと比べたいと思うんですけども、例えば統計資料のページで帝国書

院 171 ページ、東書 173 ページを開けてもらうとどちらも工夫されていますが、帝国書院

はそれぞれの都道府県の統計が横に見ていくように配列されていて、さらに段違いに色も

変え生徒にとって見やすくなっていると思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 どちらの教科書も、地理的分野、歴史的分野、公民的分野と関連した資料

が取り扱われていて、生徒が効果的に地図を活用できるように工夫されていると思います。 

 見方・考え方については、東書はキャラクターを通して、生徒が資料を読み取りながら、

主体的に学べるよう工夫されています。帝国書院は「地図活用」コーナーの問いを通して、

生徒が資料を読み取って、主体的に学習に取り組むことができるように工夫されています。

それを二次元コードで読み取りますと、解答も用意されていて自学自習につながるかなと

いうふうに思います。 

 また、府の選定資料の地図の９ページを見ますと、防災はどちらも深く取り扱われてい

ます。近年、地震や異常気象が頻発していますが、防災を題材にした教材は、本市の生徒

にとっても山や川に囲まれた地域であることから欠かすことができないものだと思います

けれども、特に帝国書院は全ての地域において掲載されていて、123 ページの東京ですと

か、101 ページの大阪の都市部のところにおいては、15 万分の１の拡大都市圏地図を使っ

て詳しく掲載されています。また、日本の各地方の資料、図においても、防災をテーマと

する資料が非常に充実していると思います。 

 以上です。 
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【中山教育長】 地図につきましては、２つの発行者でしたので、比べやすかったかとは

思うんですけれども、まとめさせていただきます。 

 鳥瞰図での世界各州や各国の特徴などを表すイラストや資料が豊富にある、それから地

図での広域のつながりが見やすくて確認が容易にできる、地図活用について工夫がなされ

ていて、本市の生徒の興味・関心を高めるものであること、それから最後に言っていただ

いたように、拡大都市圏の地図などの防災についての資料が本当に豊富に掲載されている

という辺りで、本市の生徒の状況等も踏まえて総合的に勘案いたしますと、帝国書院の

「中学校社会科地図」が最も適した教科書であると私は受け止めさせていただきましたが、

委員の皆様、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、地図の教科用図書につきましては、

帝国書院株式会社の「中学校社会科地図」を採択することを適当と決しました。ありがと

うございます。 

 では、次の種目に移らせていただきます。次は数学で行かせていただきます。 

 １時間 45 分たったんですが、大丈夫ですか。このまま続けさせていただきます、そし

たら。 

 それでは、数学につきまして審議をいたします。 

 選定委員会の観点、どのようにまとめられていたか、事務局より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の数学の検討のまとめとしては、自学自習力を高める点、

自分の考えや解き方を説明する力の育成、対話的な学びがなされている点、この２点での

議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行者の特

色をまとめ、答申に挙げております。 

 また、新学習指導要領では、「数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、

数学的に考える資質・能力を育成する」とあります。特に日常生活や身近な物事の中で、

数学を使って課題解決に向けた取組が重要視されています。内容の変更としましては、こ

れまで１年、３年のみ取り扱われていたデータの活用の内容が新たに２年生にも、箱ひげ

図を中心に追加されているのが改訂のポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 今、事務局から説明がありました、データの活用ということに関しては、

本市の子どもたちの大きな課題でもありますので、そのことも踏まえましてご意見頂けた

らと思います。 

 

【水野委員】 先ほどもありましたが、日常生活で数学がかなり大事になってきていると

思います。特に今も事務局からありましたけども、データ活用、特に箱ひげ図というのは

統計学の分野に入るわけですよね。昨今ではエビデンスベースやポリシーメーキングとか

ですね、つまりデータに根差した政策決定みたいな話というのは、教育もそうですけど、

医療もそうですし、データをどう活用して意思決定をしていくかということだと思います。
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統計学は理系のみならず、文系の学問にもすごく大事で、経済学とか心理学とか社会学と

か教育学の分野で実は統計学ってもう必須科目になっていて、皆様苦労されてるところを

目の当たりにし、私も苦労して学びましたけど、やっぱり行動計画って数学の中でも本当

に大事になってきて、人々の生活を本当に豊かにしていくものだと思います。 

 基礎基本についてもすごく大事なところで、各社しっかりと押さえられていると思いま

した。大阪府の選定資料、数学の 23 ページを開けていただきたいんですけど、ここに

様々各教科書会社がどのぐらい例題数を取っているかというのが見えるんですけども、日

本文教出版と数研は、例題数が他社よりも多く扱われています。それから日常生活につな

がる数学的な活動については、若干なんですけども、日常生活に係る数学的な活動につい

ては、若干少なくなってるというところもあります。それから啓林館、東書、学図、教出

は基本的な問題と発展的な問題、活用の問題と全体的にバランスがよいと言えるかもしれ

ません。特に啓林館は、問題の種類やパターンが多く工夫されているとこれを見たら分か

るかなと思います。例えば啓林館のこんな色の教科書ですけど、１年生の 74 ページを開

けていただけますと、文字式と数の乗法、つまり掛け算、除法、つまり割り算の問いが掲

載されていると思います。これかなりつまずきやすい部分かなというふうに想像ができる

んですけども、各問を解いた後、さらに自学自習できるように、横にＱＲコードがついて

いて、そこからタブレットとかに取りこんで、補足的な学習や発展的な学習につながって

いくと思いました。 

 また、啓林館の最後のページから始まる「自分から学ぼう」という縦開きで裏から取り

組んでいく斬新な形態になっているんですけども、数学的につまずくお子さんってやっぱ

り中学校で、本当に１学期でつまずいてしまう子が多くて、その辺りでしっかりフォロー

できるようになっているし、自学自習の育成につながるんじゃないかと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 各社とも様々な工夫がなされているんですけれども、数研出版と啓林館で

は、デジタルコンテンツの箇所数が圧倒的に多いなと思いました。特に関数や図形など、

視覚的に見て分かりやすい内容については、生徒が主体的に学んでいくための興味関心を

引き出す工夫がされているように思いました。今後、社会情勢とか学校に行きにくい生徒

や欠席してしまった生徒らに対する学びの観点からも、自学自習しやすい、こういったデ

ジタルコンテンツというのは非常に大切になってくるものだと思います。もちろんコンテ

ンツの数が多いだけではなくて、見たいと思うもの、見ていて分かりやすいものなど、内

容や中身が大切だと思います。 

 特に学校図書と啓林館では、先ほども水野委員からもありましたけれども、ＱＲコード

から直接デジタルコンテンツにつながるようになっているというところがよいなと思いま

した。例えば、学校図書の１年の 208 ページを見てもらえますでしょうか。それと啓林館

の１年の 183 ページ、このように図形を空間認知する際などに、デジタルコンテンツを併

用することで、理解が深まるような工夫がなされています。それにＱＲコードからその問

題にダイレクトにつながるようになっていて、生徒にとってもアクセスしやすいのではな
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いかなと思いました。 

 ほかの教科書ではＤマークとかリンクといった形で同じように掲載されているのですけ

れども、デジタルコンテンツにつながるＱＲコード自体は、目次のページとか各章の最初

に貼られているだけなので、そこから自分でその問題のコンテンツを探さないといけない

ので、生徒にとってはちょっと使いにくいのではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 本市の課題とされる、説明する力の育成の部分に焦点を当てて考えてみた

いので、１年生の教科書を順に見比べていきたいと思います。 

 まず、日文の 58 ページを見てください。日文では、自分で考えみんなで話し合って理

解を深めていく小節として、「学び合おう」が設定されています。そして、その「学び合

おう」で活用できる対話シート、ワークシートが巻末の 301 ページから順に用意されてい

るというのが特徴的です。 

 次に、東書、１年生の 81 ページを見てください。東書では各章の最後に、右上のほう

に書いてますように、「深い学び」のページというのが設定されています。右端の赤いラ

インをたどっていきますと、「自分で考えてみよう」「友だちの考えを知ろう」「話しあ

ってみよう」と、対話的な学習で問題解決につながる工夫がされています。 

 次は、教出の１年生 61 ページを見てください。教出も問題解決の学習プロセスの体験

ページが設定されていて、「問題をつかもう」「自分の考えを持とう」「みんなと話し合

おう」「深めよう」というプロセスを大切にして、ほかの学習へ広げるよう工夫していま

す。 

 次は、啓林館の１年生を見てください。啓林館は、そのときの設定ということではなく

て、「説明しよう」「話しあおう」「まとめよう」というマークが教科書全体至るところ

にありまして、説明する力につながる学習に広く日常的に取り組めるようになっています。

例えば、138 ページから 140 ページの「比例、反比例の利用」のところでも、「説明しよ

う」や「話しあおう」といった活動が取り入れられているのが分かります。 

 それから、啓林館の３ページを見ていただけますでしょうか。そこには、「話すとき」、

「聞くとき」のポイントも掲載されていて、「表現する力」の育成にこだわりを感じまし

た。 

 それから次ですけど、数研を見ていただきましょうか。数研の１年生ですけども、数研

は別冊がついてまして、別冊として探求ノートが用意されていまして、別冊の巻末にある

ワークシートを使って課題解決学習につながるように工夫されていますけども、別冊に集

約されている分、本冊の中では主体的・対話的で深い学びにつながる内容の扱いが少ない

ように思います。 

 それから、大日本図書なんですけども、これは 158、159 ページを見ていただきますと、

左上にあるような「活動マーク」が使用されていて、発展的・対話的な活動につながる工

夫がされています。 

 次、学図の 124 ページを見ていただきますと、各章の最後に、まとめの問題として「活
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用」のページがあります。ただ、話し合い活動につながっていくような取り扱いにはなっ

ていないのかなというふうに思います。 

私たちは「話す、聞く、話し合う」というような言語活動は毎日してますが、その力の

育成というのは、言語活動を意識した日々の積み重ねが非常に大事だと私は思いますので、

「説明する力」の育成についても、その機会が豊富に、意識して用意されている教科書が

望ましいのではないかと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 日文では、小学校でも取り扱われているプログラミングの考

えを取り入れた学習が用意されています。１年生の 270 ページ、２年生の 204 ページ、３

年の 230 ページと、全ての学年に設けられています。小学校で学習した内容が、３年間を

通してさらに深められる工夫がされています。 

 日文以外では、啓林館の１年巻末、51 ページから 52 ページを見ていただけますか。２

年生で 39 ページから 40 ページ。学校図書のほうでは、１年の巻末、２年の巻末、３年の

巻末、それぞれに折り込み資料にもプログラミングの考えを取り入れていました。 

 新学習指導要領では、小学校でもプログラミング的思考力が重要視されています。中学

校でさらに広げていくよう工夫されているのが特徴的でした。プログラミング的思考は、

論理的に考察する力につながるのではないかと思っております。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 発行者７社ありますので、それぞれ皆様見ていただいて、ご意見頂いて

るんですが、私のまとめで足りなかったら、またご指摘頂いたらと思いますが。順番に言

っていただいたことでいきますと、問題の種類とかパターンが多く、分量にも工夫されて

いるものである、それから自学自習力の育成につながる工夫がされていること、それから

デジタルコンテンツを併用することで、理解が深まるような工夫がなされている点で、八

尾の子どもたちがデジタルコンテンツを使いやすい、そういうような工夫が特徴的なこと、

それから説明する力につながるような学習を豊富に取り扱っているもの等々のご意見を頂

いたものかと思います。 

 多岐にわたって、皆様それぞれのところのいいことを言っていただいたんですけれども、

啓林館が皆様が言ってくださってるご意見の中では、ここがいいという星が一番多いので

すが、そのようにまとめさせていただいても大丈夫でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本市の生徒の状況等も踏まえて、総合的に勘案いたしますと、啓林館の「未

来へひろがる数学」というものが最も適した教科書であるということで、再度確認いたし

ます。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、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
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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」を採択することを適当

と決しました。ありがとうございます。 

 次は、理科に行かせていただきます。ご用意のほう、よろしいですか。 

 それでは、理科について審議をいたします。 

 選定委員会でどのような観点でまとめられているか、説明よろしくお願いします。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の理科の検討のまとめとして、言葉の力の育成や、実験の

見通しを立てたり、予測をしたり、実験を計画したりするような知識の活用について充実

している点、環境保全・防災について充実している点、日常生活や社会と関連づけて考え

ることができるよう工夫された点、自学自習がしやすい点を本市の生徒の実態に適してい

る教科書として答申を挙げております。 

 新学習指導要領では、見通しを持って観察、実験などを行い、その結果を分析して解釈

するなどの科学的に探求する学習を充実すること、また、理科を学ぶことの意義や有用性

の実感及び理科への関心を高める観点から、日常生活や社会との関連を重視されたことが

改訂のポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 今の観点も踏まえまして、藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 平成 30 年度の全国学力状況調査の分析結果ですと、実験の見通しを立て

たり、実験の条件を変えることでどんなことが起こるかを予測したり、実験を計画したり

するような知識を活用する点が挙げられていました。その中で、東京書籍と教育出版と啓

林館は、大阪府の選定資料理科の 26 ページ、27 ページを見ていただきますと、観察や実

験の扱いが多く、その中でも理科の見方、考え方を働かせ、観察や実験を通した科学的に

探求する学習活動の扱いが多いということが分かります。 

 啓林館の巻末シートというのをご覧ください。啓林館は課題の設定と仮説を立てること

に重点を置いていて、この探 Qシートを活用して、生徒自身で仮説や計画を立てて、実験

を深めていくことができるようになっていると思います。 

 あともう一つなんですが、啓林館の１年生の 15 ページのように探Qシートには「表現し

てみよう」という形で、自分の言葉で分かりやすく表現する活動を取り入れています。こ

の点では、東京書籍も１年生の 90 ページで話し合いの活動を設けてあって、八尾市の生

徒の課題とされている言葉の力の育成というところに必要であるなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 環境保全、防災については府の選定資料理科の 26 ページにありますよう

に、啓林館が一番多く取り扱っているということが分かります。環境保全については、八

尾市は地球温暖化を防止する「チャレンジ 80」を掲げて、環境問題に取り組んでいます。

そのような中で、科学と環境について学び、持続可能な社会に向けて興味・関心を持つこ

とは非常に大切であると思います。 
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 啓林館の３年生の 275 ページを見ていただきたいんですけれども、そこで科学技術の発

展について様々な事例が取り上げられています。そして、また 270 ページを見ていただき

ますと、プラスチックが取り上げられていまして、私たちの生活の中で様々なものに利用

され、欠かせないものになっていること、その反面で海洋プラスチックごみが問題となっ

ていることが書かれています。それらを学ぶことで、科学の有用性と環境問題について深

い理解へとつながると思います。 

 また、地図のところでも言わせていただいたんですけれども、防災の面に関しましても、

近年地震や異常気象が頻発して、土砂災害や河川の氾濫等で避難所を開設するというよう

なことも増えているという状況があります。また、八尾市は昔から大和川の氾濫による災

害に見舞われた地域でもありますので、本市の生徒にとって防災は欠かすことのできない

大切な学びであるというふうに考えております。 

 その点から、環境保全や防災の取扱いがより充実した教科書が望ましいのではないかと

思います。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 啓林館の各学年の、目次の８ページを見ますと、科学コラム

として科学と日常の様々なものとのつながりについて書かれています。部活や料理、仕事

等生徒の興味を引く内容だと感じました。例えば、３年の 199 ページ、バスケットのレイ

アップシュートのコツに科学が関係していると考えることが、理科に苦手意識を感じてい

る生徒にとっては、理科を学習することの意義や有用性の実感につながるのではと思いま

した。 

 次に、東書の１年、 60 ページを見ていただきたいと思います。科学の歴史を漫画で紹

介しており、理科が苦手な生徒にも興味を持てるよう工夫があると感じました。また、大

阪府の選定資料 27 ページを見ますと、日常生活や社会との関連を取り扱っている箇所が

多いことが分かります。東書１年 119 ページを見てください。右上に図、食品サンプルの

写真が載っています。このように、コラム以外でも科学と日常の関連する資料を多く掲載

しており、日常生活や社会のつながりについて学ぶことができるのではないかと思ってお

ります。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いできますか。 

 

【水野委員】 先ほどの数学にも通じますが、理科も積み上げ型なので、積み上げがしん

どくなると、もうそこから先がなかなか厳しいということがあるので、各社とも新しい単

元に入るまでに、それまで習った復習をまとめて積み上げをきっちり関連づけられるよう

にということを工夫されていると思いました。 

 大日本の１年生 74 ページを見てください。カラフルなこんな写真が出てますけども、

これまでに学習したことを丁寧に振り返っていたり、これから学習することをまとめてい

たり、学習の見通しが立てやすくなっています。また、単元の初めだけではなく、 85 ペ
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ージ、86 ページのように、関連するページにも「思いだそう」というのが、見出しで既

習事項について触れて、そことのネットワーク、結局知識ってネットワークなので、そこ

とのつながりをやっぱり触れさせていく、結びつけていくというネットワーキングという

ことが工夫されています。これについては、東書、啓林館についても同じような工夫が施

されていると感じました。 

 あと、小学校の教科書がたしか啓林館だったと思うんですけども、理科に関して実験な

ど小学校で習った既習事項の内容がそのまま出てくるということであると、生徒にとって

は分かりやすく入ってくるのかなというふうに感じました。 

 また、各社単元の最後に学習内容の整理がされているんですけども、１年生の教科書、

東書は例えば 66 ページ、それから啓林館が 54 ページ、それから教出が 74 ページ、大日

本が 66 ページを比較すると、用語がどのページに出てきたかということが記載されてい

る東書、啓林館、教出のほうが、振り返りをする際に便利ではないかと思いました。 

 それから、単元末の練習問題なんですけど、大阪府の選定資料の 27 ページを見ると、

まとめ、練習問題のページ数については東書、大日本、啓林館の扱いが多いようです。東

書では活用編、大日本では読解力問題、啓林館では思考力アップとして、より深い学びに

つなげるように工夫されているというふうに感じました。これらの工夫は、生徒の自学自

習力の育成につながるということで、工夫が感じられました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 教育委員の皆様、かなり教科書を見ていただいてるんで、今お聞きして

て大変難しいなと思って聞いてたんですけれども、それぞれに各社いいところがたくさん

あって、東書、啓林館、教出、それから大日本は皆様いいところを大分言ってくださった

んですけれども、言葉の力の育成とか、実験の見通し、小学校とのつながりとか、予測し

たり、実験を計画したりするような知識の活用に工夫があるとか、それから環境保全や防

災についてしっかりと充実している、日常生活や社会と関連づけて考えることができる工

夫がある、やはり八尾の子が自学自習がしやすい工夫があるというところで、それぞれに

いいところがあるんですが、全てにわたって印がつくのが啓林館なので、啓林館の「未来

へひろがるサイエンス」が、皆様のご意見をまとめていくと一番ではないかというふうに

私のほうで聞かせていただいたんですが、これに対して皆様いかがでしょうか。よろしい

ですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、大変すばらしい教科書

はたくさんあったんですけれども、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させていただきま

す。よろしいでしょうか。 

ここで一旦私たちの机上に載っているものは全部終わったんですが、ちょっと換気も含

めてここで 10 分ほど暫時休憩を取らせていただきますので、教科書の入替えもよろしく

お願いします。それでは、再開は 11 時 30 分とさせていただきます。よろしくお願いしま
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す。 

 

（暫時休憩） 

 

【中山教育長】 それでは、定刻となりましたので再開させていただきます。 

 次の休憩までの間に、音楽（一般）と器楽、２種目やってしまいたいと思いますので、

ご了承ください。よろしくお願いします。 

 それでは、音楽（一般）について審議を始めさせていただきます。 

 選定委員会の観点について、事務局から説明ください。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の検討のまとめといたしましては、創意工夫を生かした音

楽表現の技能の習得が高まるよう工夫されている点、音楽表現を創意工夫する思考力を育

成している点、創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能の習得が高まるよう

工夫されている点、生活や社会の中の音や音楽との関わりが取り扱われている点、主体

的・対話的で深い学びの学習内容が高まるよう工夫されている点、こういった点の議論を

基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行者の特色をま

とめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、音楽科の特質に応じた言語活動を通して、音楽表現を創意工夫す

ることや、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わることなどが改訂のポイン

トとなっております。 

 

【中山教育長】 ただいまの事務局の説明を踏まえまして、委員の皆様、それぞれにご意

見よろしくお願いします。 

 

【岩井委員】 音楽表現の創意工夫という点についてですけれども、教育出版では、１年

生の９ページを見てください。見ていただきますと、このように歌唱、創作、鑑賞のそれ

ぞれの領域の主要教材について、自分の考えをまとめて話し合う活動が設定されています。

それから教育芸術社では、１年生の 19 ページを見てください。このように「深めよう！

音楽」というページで聞き取ったことや感じ取ったことを書いて、話し合う活動が設定さ

れています。どちらも音楽科の特質に応じた言語活動を通して、音楽表現の創意工夫につ

いて考えることができるように工夫されていますけれども、その中で教育出版１年の９ペ

ージと、それから教育芸術社の１年の 19 ページを見比べていただけますか。活動の指示

文やキャラクターのコメントに注目してみると、教育芸術社は「表現の工夫」という点に

ついてよりポイントを絞っているように感じます。また、教育芸術社は１年の 36、37 ペ

ージを見ていただくと、「自分たちの表現を工夫しよう」で歌唱表現の工夫について話し

合う活動を促すページが設けられています。２年・３年上のほうでも同じように見開き２

ページを使ってしっかりと取り扱われており、音楽表現の創意工夫についてのこだわりが

感じられると思います。 

 以上です。 
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【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 音楽表現を創意工夫する思考力の育成という点で言いますと、

１年生では、どちらの教科書でも全体の構成を考えて音楽を創る活動があります。教育出

版では 34 ページ、教育芸術社では 40 ページです。このページを見比べてみますと、どち

らもグループで話し合いながら創作活動を進めていく活動になっていますが、教育芸術社

では指示やヒントがより具体的で活動を進めやすいのではないかと感じました。ワークシ

ートの項目や中間発表の例などを見ても、先ほどもあったように工夫という点が意識され

た視点になっていると感じました。 

 違う視点で、音楽文化に豊かに関わるという点では、鑑賞教材の扱いも重要であると考

えます。教育出版は、鑑賞の、特に楽器のページについて資料や楽譜を多く掲載し、丁寧

に取り扱っています。１年生の教科書で扱われている、 44 ページを見てください。シュ

ーベルトの「魔王」を取り扱ったページになりますが、見開き全体の背景が魔王の一場面

を描いた絵になっています。また、次のページの見開きの楽譜に添えられた語りの部分を

目で追いながら曲を鑑賞することで、楽曲の世界観をより印象的にする工夫がされている

と感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 どちらの教科書会社も、音楽科の特質に応じた言語活動を通して主体的な

学びが実現できるように工夫されていると思いました。教育出版の目次を見ていただくと、

矢印のマークが書いてあるかと思うんですけど、この教材は主要教材と聞き比べたり歌い

比べたりする「比べてみよう」という扱いの教材ですね。教育出版では、歌唱や鑑賞を学

び深めていく過程で、このようなほかの楽曲と比較する活動を組み込むことで曲の特徴を

際立たせ、確かな学びへと向かわせる工夫がされています。 

 一方で、教育芸術社では、主体的・対話的で深い学びのサポートとして、キャラクター

の吹き出しや、演奏者からのメッセージを掲載し、学習のポイントを分かりやすく示され

ています。例えば、１年生の 27 ページを開いていただきたいんですけど、４人のキャラ

クターが登場し、歌うときの工夫とか、工夫に関わるポイントが問いかけの形で吹き出し

で示されています。また、同じ１年生の 45 ページに行っていただきますと、チェンバロ

奏者の鈴木優人さんという方が 45 ページの真ん中ぐらいに写真つきで出てますけども、

コラムがあります。鑑賞教材のページなんですが、ヴィヴァルディの「春１楽章」をどう

いうイメージで演奏しているかなど、演奏者としての視点から楽曲を楽しむ、鑑賞するこ

とができて面白いと思いました。１年と２年、３年の下巻の教科書の巻末にある「曲のよ

さをプレゼントしよう」というのがあるんですけど、そういうところが生徒の主体性を大

切にしながら、１年間の学びを確かめることができる工夫がされた活動であると思いまし

た。 

 以上です。 
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【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 選定資料の音楽のところの 14 ページの表を見ていただけますでしょうか。

こちらを見ていただいて、教育芸術社では、音楽文化との豊かな関わりについて多く取り

上げられてます。生活や社会の中の音楽については、資料のページ数を見るとどちらも同

じ６ページの扱いとなっていますけれども、内容を見てみると、教育芸術社の方がより充

実しているなと私は感じました。各学年の教科書に、生活や社会の中の音楽の特集ページ

があって、発達段階に合わせたテーマを設けて、音や音楽が生活や社会、文化とどのよう

に関わり、どのような意味や価値を持つのかを生徒が意識的に考えられるように工夫され

ているように思います。徐々に視野を広げて考えられるように、テーマが設定されている

のがいいなと思いました。 

 それと、教育芸術社の２年、３年の下巻の 90 ページを見ていただけますか。こちらで

「耳でたどる音楽史」というタイトルで年表が掲載されているんですけれども、写真や肖

像画などが掲載されていて、どちらが先に生まれたとか、日本ではこの時代だったんだな

とか、生徒が興味や関心を持って見ていける工夫がされているんだなと思いました。 

 あとは、保護者目線で見たときに、ウェブやＳＮＳ上での音楽著作権のこととか、モラ

ルのことが話題になったりするのですが、教育芸術社の２年、３年の下巻の 64 ページ、

教出は２年、３年の上の 70、71 ページの両方見比べていただきたいんですけれども、そ

れぞれそれについての記載があります。音楽著作権のことなど見比べてみたら、教芸のほ

うが会話のイラストがあったりとか、そういった形で子どもがすごく理解しやすいように

掲載されているなと感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、補足等ありませんか。よろしいですか。 

 それでは、整理していきたいと思います。この音楽（一般）につきましては、答申や本

日の審議の中から、音楽表現を創意工夫することについて、より焦点化された活動が設定

されていること、それから創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を習得で

きる内容であること、生活や社会の中の音や音楽について、丁寧に取り扱われているとい

うこと、八尾の子たちが主体的・対話的で深い学びが実現できるように学習活動が工夫さ

れているものということで、この２社どちらも本当に工夫それぞれされているんですけれ

ども、教育芸術社の「中学生の音楽」のほうが本市の生徒にとって適した教科書であると

私のほうで判断させていただいたんですが、ご異議ございませんでしょうか。よろしいで

すか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、音楽（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」を採択することを適当と決しました。 

 続きまして、器楽に移らせていただきます。教科書、入れ替えていただけたらと思いま

す。よろしいでしょうか。これも発行者、２社でございます。 
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 それでは、午前中の最後になりますが、音楽（器楽）について審議をいたします。 

 選定委員会でのまとめにつきまして、事務局よりよろしくお願いします。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の音楽（器楽）の検討のまとめとしては、音楽表現創意工

夫がなされている点、生活や社会の中での音や音楽の取扱いが充実している点、主体的・

対話的で深い学びの学習活動が工夫されている点、資料等の活用が充実している点、こう

いった点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として

各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、音楽（一般）と同じく、音楽科の特質に応じた言語活動を通して

音楽表現を創意工夫することや、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わるこ

となどが改訂のポイントとなっております。 

 

【中山教育長】 説明が終わりましたが、委員の皆様、忌憚ないご意見よろしくお願いし

ます。 

 

【岩井委員】 どちらの教科書も、音楽科の特質に応じた言語活動を考えられていると思

いました。教育出版では初めに管楽器、次に弦楽器をまとめて取り扱って、それぞれのま

とまりの最後に、「何が同じで何が違う」という、楽器の共通性と固有性について考える

ページがあります。例えば教出の 52 ページを見てください。ここでは楽器の共通性と固

有性について考えて、話し合い活動を通して音楽文化への理解を深められるように工夫さ

れています。 

 また、教育芸術社では、初めの 10 ページから 15 ページに「アンサンブルセミナー」と

いうのがあるんですけれども、そこで「深めよう！音楽」があり、感じ取ったことを基に

友達と話し合ったり、気づいたことを基に実際に演奏したりしながら、主体的・対話的な

学びを実現できるように工夫されています。新学習指導要領では、創意工夫が一つのポイ

ントとなっています。曲想に合った表現や、アンサンブルの中でのパートの役割を踏まえ

た上での表現、それから曲の構成に合った表現の工夫などについて考える活動が設定され

ていて、創意工夫を重視した上での主体的・対話的で深い学びに向けた活動になっている

と思いました。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 生活や社会の中の音や音楽という点では、教出の 54 ページ、教芸では 56

ページ、それぞれ祭りでの太鼓の演奏の写真を資料として取り上げています。教育出版で

は、生徒の身近な場面での音楽についてはこのページのほかには取り上げられていないん

ですけれども、教育芸術社はより多く取り上げられています。例えば教芸で 62 ページ、

こちらでの篠笛のページでも郷土芸能の写真資料が取り上げられています。 

 また、75 ページを見ていただけますか。75 ページでは、「バンドの世界」ということ

でライブイベントの写真を取り扱っています。著名なアーティストを取り上げることで、

生徒たちが音楽に親しみを持つきっかけになるのではないかと思います。バンドスコアが
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一緒に掲載されていますが、長年親しまれている曲なので、興味を持って見ることができ

るんじゃないのかなと思います。 

 あと教芸の 107 ページを見ていただけますでしょうか。背表紙のところですね。ここで

は部活動を通じて、和楽器に取り組む中学生を紹介しています。生徒にとって身近な話題

なので、生活と音楽とのつながりを感じられる資料じゃないかなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 器楽においては、実際に練習したり演奏したりする際に活用できる資料の

見やすさとか、使いやすさということも非常に重要じゃないかと思いました。その点に注

目すると、巻末のリコーダーの運指表と、ギター・キーボードのコード表について巻末に

あるんですけど、教育出版は折り込みページで表裏にそれぞれ印刷される形になっていま

す。教育芸術社は、それぞれ見開きの２ページに掲載されているということになっていま

す。ページを開くときのスペースの関係で見開きになってるほうが活用しやすいのではな

いかと思いました。 

 また、ギター・キーボードコード表については、教育出版は写真、教育芸術社はイラス

トで示されています。写真のほうは陰影が邪魔をして、実際に弦を指で押さえているのか、

弦の上で指を浮かせているのかが分かりにくいのではないかと思います。教育芸術社のほ

うは、フラットデザインが意識され、どこを押さえればいいかということが分かりやすく

なってるんですよね、見てもらったら分かるんですけど、演奏するということになってく

ると、使いやすさの工夫が教育芸術社のほうにあると感じました。 

 それから、資料に関して、少し今までとは別の視点になるんですけど、人権尊重の観点

で１つ気になったことがあります。それぞれ楽器の演奏の仕方を示す写真なんですけども、

教育芸術社は余り男女の偏りがない、この楽器は例えば男性ばっかり、この楽器は女性ば

っかりというふうなことではないということで配慮されていました。例えば教育芸術社の

42 ページ、琴、箏などの写真が出ていますけども、この姿勢と構えの写真では、男性、

女性の演奏者が扱われているんですけど、教育出版は 38 ページに開いていただくと分か

るんですけど、演奏場面の写真２つなんですけども、演奏者の写真は全て女性になってい

ます。同じように篠笛とか太鼓でも教育芸術社は男女どちらの写真も掲載しているんです

けども、教育出版では性別が偏っているというところがあって、そこはやっぱり少し気に

なりました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 生徒にとっての使いやすさという点で、教育出版社の６ペー

ジを見てください。リコーダーの最初の教材として、１つの音だけで吹ける曲が取り扱わ

れています。初めてのアルトリコーダーで、最初に習う「ミ」の音だけで、リズムに乗っ

て楽しみながら吹く練習ができるこの教材は、初めの教材としてふさわしいと思いました。
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また、タンギングの練習としてもよい教材だと思います。 

 教育芸術社では、また教育出版とは異なる点で生徒に寄り添った工夫が見られました。

23 ページや 24 ページなんですが、下の部分にＱ＆Ａがあると思います。生徒がつまずき

やすいポイントについて質問に答える形で示してあり、関心を持って進んで読むことがで

きるよう工夫がされていると思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 それぞれご意見頂いたんですが、ほかにございませんか。よろしいです

か。 

 それでは、音楽（器楽）について、皆様のご意見からまとめさせていただきます。音楽

科の特質に応じた言語活動を通して音楽表現を創意工夫できるようにということで、学習

活動が工夫して展開できるもの、また生活や社会の中の音や音楽、音楽文化との関わりに

ついて丁寧に取り扱っていること、それから主体的・対話的で深い学びが実現できるよう

に学習活動が工夫されているもの、またギターの一例もありましたが、技能の習得や演奏

の際に資料が活用しやすいということ、また人権的な視点で見た場合の取扱い等々を含め

まして、皆様のご意見をまとめて八尾市の子どもたちの状況等も踏まえますと、教育芸術

社の「中学生の器楽」が最も適した教科書であるとまとめさせていただいてご異議ござい

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】 それでは、全委員異議なしということで、音楽（器楽）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」を採択することを適当と決しまし

た。ありがとうございます。 

 ここで、一旦午前の部はここで一旦区切らせていただいて、再開を 12 時 45 分とさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、一旦解散いたします。 

 

（暫時休憩） 

 

【中山教育長】 定刻になりましたので、審議を再開させていただきます。 

 引き続きまして、美術について審議をいたしますので、美術のご用意をお願いします。 

 事務局から、選定委員会でどのような観点のまとめであったかをお知らせください。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の美術の検討のまとめとしては、創作意欲が向上するよう

工夫がなされている点、作品の魅力が伝わる工夫がなされている点、平和学習、キャリア

教育について充実している点、こういった点での議論を基に、選定委員会として本市の生

徒の実態に適している教科書として各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形的な見方や考え方を

働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成する」という

点がポイントとなっております。 
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【中山教育長】 ただいまの事務局の説明を受けまして、委員の皆様方、各自まとめてい

ただいてる部分をご提示いただけたらと思います。 

 

【岩井委員】 各社の美術１年の表紙を１枚開いてみていただきたいと思います。開隆堂

から見ていただきたいと思いますが、１枚開けますと高村光太郎の発見と創造から、美術

がどういったことを学習する教科であるかに触れています。もう１枚めくってください。

目次のページでは、学びの地図を掲載していて、美術の時間が始まるわくわく感を伝えよ

うというふうに配慮されているなと思いました。また、ページを幾つかめくっていただい

たら分かりますけれども作品一つ一つに図番号がついていまして、先生から「何ページの

何番の作品を見てみましょう」と指示と指導がしやすい構成になっており配慮されている

なと思います。 

 次に、光村を見ていただきたいんですけども、光村は、表紙を１枚めくりますと、谷川

俊太郎の「うつくしい！」を掲載しています。国語の文章を使った美術との出会いになっ

ており、他教科とのつながりが意識されています。目次のページを開いてください。初め

に、「美術って何だろう？」、「美術で学ぶこと」を最初に示しており、これから学習し

ていく概要をつかみやすい丁寧さを感じます。 

 それから次は日文を見てください。日文は表紙を 1 枚めくっていただきますと、美術と

の出会いにアニメーションの背景画を用いています。日本を代表するアニメーションを最

初に持ってきているのは生徒の興味・関心を大きく引くのではないかと思います。 

 もう１点、美術１の 32 ページから 37 ページをご覧ください。「屏風、美のしかけ」で

は屏風の奥行きや見え方の違いなどを実感できるように、実際に折って立てて鑑賞できる

ように工夫されています。１年生にとっては、特にこういった作業をしながら鑑賞できる

ものは積極的に取り組みやすいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 人権教育の観点から見ると、３社とも障がい者理解についての内容が取り

扱われています。その中で、光村の２、３年生のほうの 59 ページを見ていただけますで

しょうか。こちらの「メッセージを伝える」という内容では、いじめ防止の缶バッジやＬ

ＧＢＴ・性的マイノリティーの人たちが描かれたポスターが掲載されています。 

 日本文教出版の、２、３年生の上の 41 ページを見ていただいてよろしいでしょうか。

こちらは広島を題材にした作品が３点掲載されていて、平和学習に関連づけて学習するこ

とができるようになってます。これらの内容が美術の教科書に取り扱われているというこ

とは、様々な視点で人権教育を学ぶことができて良いと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 新学習指導要領では新たに、第２学年と第３学年の発達の特性を考慮して
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内容を選択することや、１題材に与える時間数などについて十分に検討することという文

章が記載されました。日本文教出版は３分冊構成で、１で美術との出会い、２・３上で学

びの実感につながり、２年生で、２・３の下で学びと探求と未来ということで、表紙に記

載されてますけども、基本として、生徒の発達段階に応じた指導ができる構成になってる

ように感じました。 

 教科書の大きさということについては、開隆堂と日文は作品の魅力がより伝わるように

Ａ４ワイド判という大判で、日文では原寸大と記されたページが幾つもありました。日文

の２、３の下、日文の２、３の下、 49 ページを開いていただきたいと思いますけど、こ

れですね、 49 ページ、火焔型土器という、これも実は国宝なんですけど、これ原寸大で

やっぱり掲載されていて、大変迫力がありますね。ほかにも２、３年の上の１ページをめ

くると、ゴッホとかモネの作品の一部が原寸大でほかにも掲載されています。ほかにも１

年の表紙など、計７点ほどが原寸大で掲載されているようです。 

 それから、同じく開隆堂も原寸というマークがついてある作品があるので見てみたいと

思うんですけれども、１年生 25 ページから 28 ページですが、これもう原寸大で、大変迫

力があります。それから２年、３年の 19 ページのほうですね、開いていただくとゴッホ

の作品が、大変迫力のある感じで掲載されています。数は日文と比べると少ないんですけ

ども、そういう工夫がされています。 

 光村は原寸大の扱いはないですが、２、３年生の 11 ページから 12 ページで、非常に有

名な最後の晩餐を鑑賞する題材で、トレーシングペーパーがその上にあって、そこで直接

書き込みができるようになっていて、図法など作者の表現をより具体的に、実感的に学び

合えるようになっています。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 ３社とも、作品と共に作者の言葉を掲載しており、作品から

感じた思いや考えを伝え合い、見方・考え方を広げ、その後の表現や鑑賞の活動に関連づ

けて学びが深められるよう工夫されています。 

 日文では、題材ごとに造形的な視点マークで具体的な問いを示すことで、発想の構想の

際に感じたことや考えたことを言語化したり、他者との対話を通して見方・考え方を広げ

たりできるよう工夫されています。 

 また、２、３年生の上、40 ページから 41 ページを開いてみてください。ここでは、Ｓ

ＤＧｓを大きく取り上げており、「持続可能な社会に向けて」より生徒に伝わりやすいよ

うに配慮されているなと感じました。また、生徒が美術の働きを実感的に理解して自らの

生活に生かせるように、家庭や地域社会に結び付いた事例を多く取り上げていました。Ｓ

ＤＧｓについては、開隆堂も美術２、３年 63 ページで取り上げているので開いてみてく

ださい。日本文教出版に比べると、取り扱いが少し小さいと感じました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他に補足等、ご意見ありませんか。よろしいですか。 
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 それでは、美術について事務局からの答申の報告や、本日の審議の中から、今お話しい

ただいた部分でいくと、八尾市の生徒の興味・関心を高める工夫がなされているもの、そ

れから人権教育と関連させる教材が取り扱われてるということ、それから他者との対話を

通して見方とか考え方を広げたりできるよう工夫されているもの、自らの生活に生かせる

ように、自分自身の地域社会に結びついた事例、家庭に結び付いた事例なんかを多く取り

上げているもの、それから作品の魅力が伝わってくる工夫がなされているもの、例えば原

寸大の取扱いであったりそういうものですね、それからＳＤＧｓの取扱い等々、そういう

ことも含めまして、皆様のご意見を総合的に勘案すると、日本文教出版の「美術」がいい

のではないかとまとめさせていただきたいんですけれども、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、美術の教科用図書につ

きましては、日本文教出版株式会社の「美術」を採択することが適当と決しました。 

 次は、保健体育のご用意を願えますか。 

 それでは、保健体育について審議をいたします。 

 選定委員会での観点について、事務局より報告願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の保健体育の検討のまとめとして、運動を親しむ習慣や体

力向上に積極的に取り組むよう工夫されている点、心肺蘇生法、ＡＥＤの実習、説明が分

かりやすく、技能の習得につながりやすい点、がん教育の充実、いじめの問題が豊富に取

り扱われている点、こういった点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に

適している教科書として各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、保健体育科において、体育や保健の見方、考え方を働かせ、日常

生活についての課題を発見し、問題を解決する力を養い、生涯にわたって心身の健康保持

増進し、豊かなスポーツライフを実現する力を育成することを重視しています。また、ス

トレスへの対処、心肺蘇生法などの応急手当の技能の内容やがんについて取り扱うことが

示されています。 

 

【中山教育長】 ただいまの説明も受けまして、委員の皆様、ご意見よろしくお願いしま

す。 

  

【藤井委員】 どの教科書も様々なスポーツの楽しさを味わうことや、体力の向上につな

がるような内容について取り扱われていると思います。体育分野では、運動に親しむ習慣

を身につけるために、東京書籍の 55 ページでは生涯にわたるスポーツライフを考える場

面というのが設定されています。大修館では、 12 ページで、スポーツが苦手な人や障害

のある人、高齢者など誰もがゆるっと楽しむことができる、ゆるスポーツの紹介や、あと

は最新テクノロジーによって作られた機械を使ってスポーツをする、超人スポーツという

のが紹介されています。 
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 学研は 22 ページから、見る・支える・知る・アダプテッドスポーツなどのスポーツの

多様性を紹介しています。あとは大日本図書の７ページで運動やスポーツへの関わり方に

ついて話し合う場面を設定しています。各社、運動に親しむために「する・みる・支え

る・知る」といった多様なスポーツの関わり方を掲載されていました。 

 特に体力向上の観点で見ると、大修館の 62 ページの「体力を高めよう」を取り上げて、

運動例や体力向上の計画を立てられるようになってて、自宅に帰ってからの体力作りに生

かすことができるよう工夫されているように思います。 

 あとは、「特集資料」というところでは運動やスポーツの体と心の効果、運動やスポー

ツの安全な行い方などと関連させて、体育実技に活用できる内容が掲載されています。 

 あとは、東京書籍では章末で、体力の要素を学ぶ中に体力を高める運動例というのが取

り扱われています。体力向上に積極的に取り組むように配慮されているなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 人権尊重の観点についてですけども、それぞれ配慮が施されていると思い

ました。 

 例えば、表紙を並べてここで見ていただければと思うんですけれども、どの会社も多様

性を尊重して、共生の視点を意識した表紙のデザインになっているのではないかと思いま

す。また、障がい者理解についてもパラリンピックの代表選手のエピソードが書かれた資

料も掲載されており、互いに分かり合い、支え合う社会の実現というものが意識されてい

ると思います。 

 また、人権の問題として、いじめの取扱いが気になっているところです。本市において

も、いじめにおける重大事態が生起していることや、様々な不安な思いから不登校が増え

ている現状があるということを考えると、その思いを伝える手段や安心して思いを伝える

場があるということを認識することはすごく大切だと思います。ちょうど保健体育、思春

期における心の健康を保つというところがあって、欲求やストレスに適切に対処する必要

があります。 

 そういった観点で教科書を読ませてもらうと、大修館の 51 ページを見ていただきたい

のですが、右上のほうに身近に相談できる相手として、学校の先生やスクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワーカーについて紹介されており、生徒自身が抱えるストレスや

不安というのが学習できるようになっています。それから、次に同じ大修館の 55 ページ

のところに行っていただくと、元ボクシングチャンピオンの内藤大介さんの写真が出てい

て、コラムがありますね、「いじめられている君へ相談はかっこ悪くない」というふうな

ことが書いてあります。中学生の心に響くメッセージとなるような、著名な文化人やスポ

ーツ選手のエピソードが掲載されています。ちょうどこの場で傍観者教育の研修もあって、

私も勉強させてもらいましたけど、中学校でこういう教育が始まる中で、そういうことと

もリンクができるというふうに思います。 

 そういった時間を保健体育の中で設けてもらう、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーなどの接続が教科として教えられるということは、非常に子どもたちのた
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めになるんじゃないかと思いました。 

 それからもう一つ、同じ大修館の 44 ページを見ていただければと思うんですけど、こ

れちょっとびっくりしたんですけど、ジョハリの窓というのですが、様々な自分というこ

とで、自分が分かっていて他人にも知られている自分というのと、自分も他人にも知られ

てない未知の自分というんですけどね、あとは自分は知っていても人は分からない自分と、

自分は分からないけど人は知っている自分というのがあって、この４つの証言について書

いてあるんですね。これは中学生がこういうものでワークなんかやっていくと、自己理解

と他社理解が深まるんじゃないかと思いました。 

 それから、大日本図書に行っていただきますと、 52 ページですね、「友達やクラスメ

イトが困ったり悩んだりしているときにアドバイスしよう」と書いてある、これ多分ピア

サポートのことを言ってるんじゃないかと思うんですよ。これは道徳とか特活でも使えま

すし、学級の生徒同士で支え合う活動になると思います。 

 あと、学研の 57 ページ、それから 65 ページもそうなんですけど、カウンセリングルー

ム、その下のスクールカウンセラー、右の下に臨床心理士って書いてありますけど、心と

体のＳＯＳということで、本当に他のキャリア教育なんかも含めて、領域横断的に工夫が

されてると思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 体育や保健の見方・考え方を働かせて、主体的・対話的で深い学びを実現

するために、各社とも１単元見開きの形として「課題をつかむ」ところから「活動」があ

って、「まとめる」「広げる」といった学習過程の中で、生徒自身が課題を合理的に解決

して学習できるように工夫されていると思います。また、グループで話し合う場面も設定

され、言語活動も充実しています。 

 さらに、各社とも１単元ごとにキーワードが記載され、学習後にはそれをチェックしな

がら振り返りができるように工夫されていますが、大修館では学習のまとめという欄もあ

って、学習の確認を教科書に書き込めるように工夫されています。 

 それからもう１つよろしいでしょうか。実習の内容について正確に分かりやすく理解で

きるよう配慮されているかは、重要なことだと思います。その意味でとりわけ心肺蘇生法、

特にＡＥＤの実習においての取扱いを見てみますと、大修館で 113 ページを見ていただけ

ますでしょうか。そこを見ていただきますと、ＡＥＤの電源の位置を押す写真と、それか

ら文章が連動していたり、それから写真に吹き出しがあったりして、実習時のイメージが

しやすいように工夫されています。 

 それから 111 ページに戻っていただけますか。ここには、「分からないときにはＡＥ

Ｄ」というコラムが右のほうにありますけれども、その行動の後押しになるような実体験

からのメッセージが掲載されていて、命を守る、救うという観点からＡＥＤの重要性が示

され、実習に向けて意欲を持って臨む工夫がされていると思いました。 

 あと、大日本においても、106 ページを見ていただきますと、心肺蘇生法の実習が中折

りになっておりまして、写真が大きくて、そして実習での流れが分かりやすくなっている
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と思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 教科横断的な視点も含め、教科書組織・配列についてですが、

大阪府の選定資料、保健体育の保 20 ページでは、中段辺りに各内容を取り上げている箇

所数の他教科との関連では、東書が他の教科書会社に比べ多くなっています。東書は他教

科マークを使い、教科横断的な学習へつなげる工夫はありますが、残りの３社の教科書内

容を見てみると、他教科マークがついていませんが、例えば「食生活と健康」の単元を見

ていただけますか。東書に比べ、他社はイラストや図、写真が豊富に掲載されており、指

導をする教員の働きかけによって、教科横断的な学習は十分に可能だと思っています。 

 それともう一つなんですが、がん教育の取扱いについてですが、大阪府教育委員会作成

の教科書用図書選定資料を保健体育の 20 ページで、がん教育は東書で２ページ、大日本

５ページ、大修館６ページ、学研４ページとなっています。補充的な資料として見てみま

すと、大日本では 85 ページ、章末資料として、がんの進行や早期発見について、学研で

は 102 ページ、ノーベル生理学医学賞を受賞した本庶佑さんのがん治療について、大修館

では 93 ページ、特集資料にがんの進行と早期発見や３つの治療法についてそれぞれ掲載

されており、がん教育の取扱いの豊富な教科書が望ましいのではないかと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 皆様のご意見聞いたんですけれども、他によろしいですか。 

 それでは、審議を整理して、採決に移っていきたいと思います。 

 皆様のご意見をまとめていきますと、運動を親しむ習慣や体力向上に積極的に取り組む

姿勢が充実していること、それから本市においては大きな課題であるいじめについて考え

る時間をしっかり設けることとか、スクールカウンセラー等の専門家への接続等々がしっ

かりと取り扱われているという点、それから本市、ここ数年力を入れているんですけれど

も、心肺蘇生法のこのＡＥＤの実習の説明について、分かりやすく技能の習得に工夫があ

るもの、岩井委員から 111 ページのコラム、さいたま市内の小学校に通っていたお子さん

が亡くなって、お母さんが全国的にいろんな講演でＡＥＤの必要性を唱えておられるとい

うようなこともしっかりと載せておられるということ等々を勘案する部分と、それからが

ん教育も本市においては本当にここ数年取扱いにかなり重点を置いてる部分がありますの

で、それを総合的に勘案すると、大修館の「最新 中学校 保健体育」が本市にとっては

最も適した教科書であると私は捉えさせていただいたんですけれども、そうまとめさせて

いただいて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、全委員異議なしと認めます。よって、保健体育の教科用図書

につきましては、株式会社大修館書店の「最新 中学校 保健体育」を採決することが適
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当と決しました。 

 それでは、次の種目、技術に行かせていただきます。 

 それでは、技術について審議をいたします。技術は、３つの発行者が出してくださって

るんですけれども、これにつきまして事務局より選定委員会でのまとめ、よろしくお願い

します。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の技術の検討のまとめとして、プログラミング教育がバラ

ンスよく学習できる点、生徒一人一人の教育的ニーズの取扱いが充実している点、実習等

の安全面で生徒が分かりやすく理解できる工夫がなされている点、情報モラルの取扱いが

充実されている点、こういった点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に

適している教科書として各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、技術において、技術の見方・考え方を働かせ、技術に関する実践

的・体験的な活動を通してよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を育成す

ることが示されています。また、本市のプログラミング教育やキャリア教育の推進が重点

目標として挙げられています。 

 

【中山教育長】 ただいま事務局から説明がありましたが、それも踏まえまして、どなた

からでも結構ですので、ご意見頂戴したいと思います。 

  

【藤井委員】 どの教科書もよりよい生活の実現や、持続可能な社会の構築に向けて、Ｓ

ＤＧｓの内容を取り上げていて、技術を適切に評価し、活用しようとする力を身につけら

れるような内容になっていると思います。 

 あと、プログラミング学習について注目があると思うんですけれども、選定資料の技術

科の 14 ページを見ていただけますでしょうか。こちらのほうに掲載されているプログラ

ミングの取扱いを見ると、東京書籍は 50 ページ、教育図書では 58 ページ、開隆堂では

37 ページ、それぞれ取り扱われています。内容で見ると、東京書籍は別冊「今すぐでき

るプログラミング手帳」というのがあって、小学校、中学校の統計的な学習が進められる

よう工夫されていると思います。開隆堂では別冊ではなくて、巻末資料として８ページ記

載してあって、授業時数とのバランスが取れるように配慮されているように思います。別

冊でないことで、紛失することがないなと思います。教育図書では、別冊において５ペー

ジ取り扱ってて、基本操作を載せることで操作の迷いを軽減できるように配慮されている

かと思います。 

 取り扱うページ数の差はあるんですが、３社ともプログラミングに対する本質的な理解

を図るための基礎や、プログラミングによる問題解決とバランスを取った内容になってい

るかと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 人権尊重の観点から技術の教科書を見させていただいてたんですけども、
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例えば各会社の教科書の表紙を見てください。どの会社も多様性や共生の視点を意識した

ものになっていることが分かります。それから写真とかイラストについても、男女比に関

して偏りがないように感じました。多様性を認めていくということは、非常に大事な視点

だと思います。 

 とりわけ、開隆堂では、各ページで特別支援教育の観点から校閲を行って、単語が途中

で途切れないような改行をするようなことを意識されて、配慮されています。生徒一人一

人の教育的ニーズに応じた支援に当たって、共に学び、共に生きる教育を推し進めていく

ためにも非常にいい工夫がされているんではないかと思われます。 

 それから、本市における生徒指導事象の内容で、インターネットやスマートフォンによ

るトラブルが多く起こっている現象があるんですけども、技術科では内容の取扱いとして、

情報モラルを取り上げる単元がありますが、３社とも情報モラルについては非常に充実を

しております。 

 開隆堂の巻末の折り込みで、295 ページに具体的なトラブル対策がまとめられていまし

て架空請求とか嫌がらせとかもあるし、フィッシングメールとか、もちろんいじめの問題

もストーキングの問題も掲載されています。 

 それから、教育図書の 203 ページにネット依存のチェックリストがあって、心身の健康

にも配慮されています。実はネット依存ね、やっぱり健康問題としても考えていかなきゃ

いけないところもあって、こうした内容が丁寧に記載されているということは、本市の教

育にとって非常に大事なことじゃないかと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 主体的・対話的で深い学びが実現できるよう工夫されているかという視点

で見てみますと、各社とも「導入課題」「活動」「ふりかえり」の一連の学習過程の中で

学習が進むようになっており、積極的に生徒が授業に取り組める配慮や、他者との関わり

を持ちながら深い学びへの実現に向けて工夫されていると思います。生徒の興味関心を高

める工夫について見ますと、東京書籍では「技術の工夫」、それから開隆堂では「豆知

識」というのがページの下に設けられています。 

 また、開隆堂については、教科書見開きの右上端を、見ていただきますと、技術で学習

する用具を写真で紹介していまして、そういう端々にも生徒の興味関心を高める工夫が見

られます。技術では用具を使った実習も多くて、その実習中の安全面への配慮や工夫が必

要だと思いますが、どの会社も「安全」のマークなどを使ったりして様々な配慮が見られ

ます。 

 とりわけ、開隆堂は工夫しているなと思うところがありまして、例えば 71 ページを見

ていただきたいんですけれども、のこぎりで木を切る作業で見ますと、動作ポイントと注

意するべき動作の写真を大きく掲載して、生徒自らでも気づくことができるようになって

います。ほかの用具の使い方などを見てましても、用具を動かす向きを矢印で表したりし

て、使いやすくなるように工夫されています。 

 また、ＱＲコードがついていまして、合わせて動画で確認できるので補充的・発展的な



－43－ 

学習にもつながっていくのかなと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 教科横断的な学習に目を向けると、東京書籍と開隆堂では他

教科マークで教科や学年、単元内容が記載されており、他教科とのつながりが把握しやす

くなっており、生徒が見通しを持って学習できるよう配慮されています。教育図書では、

リンクマークで他教科とのつながりを表現しているが、学年や単元などが掲載されていま

せん。 

 もう１点ですが、キャリア教育の観点について各社を見ますと、東書では 81 ページや

169 ページで「技術の匠」、巻末に「学んだことを社会に生かす」を設け、技術で学習し

たものが将来どう生かされるのかについて語られています。 

 開隆堂では 25 ページ、93 ページで「探究」、「参考」の中で技術に関わる職業につい

ている人の話題を上げ、今学習している内容である、技術が社会に与える影響の大きさな

どを考える場面を豊富に設定しています。 

 教育図書では 71 ページ、 179 ページで「センパイに聞いてみよう」や 284 ページで

「先輩からのメッセージ」が掲載され、進路について考えるきっかけを設けています。各

社とも自らと技術との関わりについて考えながら、職業観、勤労観を養えるようになって

いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】  皆様のご意見をお聞かせいただいたんですけれども、採決に移るため

に一度整理させていただきたいと思います。 

 ３社ともそれぞれに大変工夫されているんですが、プログラミング教育がバランスよく

学習できる内容になっている、今後の学習としては大きなところだと思います。それから

生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援に当たって、水野委員から共に学び、共に生き

るというその教育の推進、八尾市がもう半世紀以上ずっと中心に据えている辺りを推進し

ていくにも技術の中で大切な工夫がされている、それから実習等の安全面で、用具の使い

方の提示であったり、その辺りで生徒が分かりやすく理解ができる工夫がなされている、

それから今後のことですが、ネット依存であったりいろんなことがあって、各社本当に工

夫いただいてるんですけれども、情報モラルの取扱いでトラブル対策のまとめ等が充実し

ているというようなところを勘案して、皆様のご意見を総括していくと、開隆堂の「技

術・家庭 技術分野 テクノロジーに希望をのせて」というのが、本市の子どもたちにと

っては一番適しているのではないかとまとめさせていただきたいんですけれども、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】 それでは、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
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きましては、開隆堂出版株式会社の「技術・家庭 技術分野 テクノロジーに希望をのせ

て」を採択することにさせていただきます。適当と決しました。ありがとうございます。 

 それでは、引き続き家庭科に行かせていただきます。 

 それでは、家庭科の審議に当たりまして、事務局から選定委員会でどのような観点でま

とめられたのか、報告お願いします。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の家庭の検討のまとめといたしましては、食育についての

取扱いが充実している点、日本の伝統的な生活の取扱いがより充実している点、持続可能

な社会の構築、ＳＤＧｓの内容が各章で取り扱われている点、小学校との接続や教科横断

的な学習内容が工夫されている点、これらを本市の生徒の実態に適している教科書として

各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、家庭において、生活の営みに係る見方、考え方を働かせ、衣食住

などに関する実践的、体験的な活動を通して、よりよい生活の実現に向けて生活を工夫し

創造する資質・能力を育成することを重視しています。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 事務局からの説明がありました。また委員の皆様、家庭科についてのご

意見よろしくお願いします。 

  

【村本教育長職務代理者】 教科の目標については、教科・分野の目標及び内容、指導計

画の作成と内容の取扱いに準拠し、十分な内容を適切に扱っており、どの会社も一連の学

習過程の中で、問題を解決する力を養うことができるようになっています。 

 内容の取扱いとして、家庭科では食育を取り上げる単元がありますが、東京書籍では

24 ページ、43 ページ、90 ページの中で、学校給食と関連づけて指導できるようになって

います。 

 開隆堂では 88 ページを見ていただけますか。「１日にとりたい食品と分量」を実物大

写真で示していたり、また 77 ページですけれども、77 ページに「『食習慣すごろく』を

つくってみよう」が掲載されています。３社とも食育については取扱いが充実しており、

自分の食習慣について考える時間が設けられています。 

 また、学習指導要領の改訂の中で、家庭科においては高齢者など地域の人々との協働、

関わり方などが新たに追加されています。各社の取扱いを見ますと、各社とも高齢者との

関わりを主な特徴や事故の原因を取り扱っていますが、開隆堂の 215 ページを見ていただ

けますか。開隆堂の 215 ページには、家庭内の事故を取り扱う場面において、高齢者の安

全対策や起こりやすい家庭内の事故をイラストで紹介しており、学習の様々な場面におい

て、高齢者との関わりが丁寧に取り扱われていました。また、教育図書では 224 ページに

おいて、高齢者の主な特徴や事故の原因が掲載されており、開隆堂と教育図書は、より詳

しく高齢者について扱われておりました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 
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【藤井委員】 人権の取扱いという視点で見てみたんですが、各教科書会社それぞれ配慮

されているなとは思います。例えば、東京書籍ではイラストや写真の男女の服装や発言内

容が、性別によって役割が固定されないように配慮されていたり、開隆堂では男女の区別

や障害の有無にかかわらず、子どもから高齢者まで全ての人が平等な関係であることに配

慮して写真や図が掲載されています。あとは、教育図書ではイラストや写真で男女の役割

や服装が偏らないように配慮されているように思います。 

 開隆堂ですが、各ページで特別支援教育の観点から、単語を認識しやすくするために、

単語が途中で改行されないように配慮されているように思います。生徒一人ひとりの教育

的ニーズに応じた支援に当たって、共に学び、共に生きる教育を推進していくためにも大

切な工夫をされているように思いました。 

 あともう一つは、消費者教育の取扱いということで、各社とも消費者教育を重視して、

消費者としての自覚や適切な選択ができるようになっているように思います。例えば、消

費者トラブルの単元では、消費者トラブルの例をイラストや統計資料などで取り上げて、

低年齢化する消費者トラブルに対応できるように工夫されています。昨今は自分たちの消

費生活の中にある様々な支払い方法で、現金払い以外に例えばクレジットカードとかプリ

ペイドカードでの支払いやスマホ決済など、そういったキャッシュレス支払いというのが

普及してきていると思うんですけれども、開隆堂においては、身近な話題や今後の生活に

必要となっていくＱＲコードというのが取り上げられています。教育図書においては、ス

マホ決済やＱＲコード決済なども多様化する支払い方法についての学習も取り扱っておら

れるようです。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 家庭科の中で、「魚の調理」という単元があるんですけど、もう驚いてし

まって、これでもう１人で調理、本当みんなできるんじゃないかというぐらいちゃんと書

いてあるんですよ。それで、東京書籍の 78 ページ、それから開隆堂の 122 ページを見て

もらうと、魚の調理の単元が出てくるので開いていただければと思います。もちろん、魚

の下ごしらえというところもあって、ちゃんとしっかりどんな魚がいいかみたいなことも

ちゃんと書いてあって、すごくいいなと思ったんですけども、カツオの移動が日本地図で

書いてあるわけですよね。日本周辺でとれる魚が示されていて、地理の授業の要素にもつ

ながっていて、教科横断的ってこういうことなんだなというのはよく分かりました。 

 それから小学校とのつながりも、どうしても大切になってくるので、その意味で小学校

時代に使用している教科書のほうが生徒さんは使用しやすいのではないでしょうかという

ふうに単純に思いました。 

 それから、もう１点別の観点で言うと、各社の目次を見て気づいたのですが、学習単元

の順番が、教科書会社によって若干違っております。開隆堂では家庭科の学習を進めてい

く中で、まずは身近な存在である「家族・家庭生活」を学んで、そこから「衣食住」「消

費生活・環境」と社会の構造や消費者の立場を学ぶ流れがとてもいいんじゃないかという

ふうに思いました。さらに学んだことを実生活に関連させて、「生活の課題と実践」へと
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つなげられる教科書は分かりやすくて、学習が見通せる教科書であり、本市の生徒に学習

しやすいんじゃないかと思いました。 

 それから、開隆堂では目次の中に「災害からいのちと生活を守るために」が掲載されて

いて、命の大切さへのメッセージが感じられました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 岩井委員、お願いします。 

 

【岩井委員】 日本の伝統的な生活の取扱いについて見てみますと、和食や郷土料理、伝

統的な民家や和服などを取り上げ、継承することの大切さに気づくことができるように３

社とも配慮されていると思います。 

 特に、和服、和装の日本の伝統的な生活について見てみますと、例えば「浴衣を着る場

面」では、東書と教育図書では、浴衣を着るだけの紹介になっていますが、開隆堂では、

浴衣から帯の結び方まで連動していて、かつ、帯の結び方がより詳しく紹介されているの

で、自分で最後まで浴衣を着ることができてよいなと思いました。 

 また、国連のＳＤＧｓの取扱いを見ますと、東京書籍においては、口絵 5.6 でＳＤＧｓ

が書かれ、17 の目標が下にずっと並んでいます。そして、リンク先として 206 ページの

「持続可能な消費生活をめざして」というのが示されていて、その 206 ページでＳＤＧｓ

について詳しく説明がされています。 

 次に、教育図書においては、 238、239 ページを見てください。Ｃ編の「消費生活と環

境」の導入の段階で、ＳＤＧｓの説明と 17 の目標について取り扱い、「生徒自身がふだ

んの買い物や環境のために気をつけていること」などを振り返りつつ、「ＳＤＧｓの 17

の目標で、特に自分が重要だと思う目標」を１つ選んで、友達と話し合い、さらに考えを

深めていけるように、そのための書き込み欄が用意されています。 

 次に、開隆堂は７ページを見てください。学習ガイダンスで「ＳＤＧｓの説明と 17 の

目標」が取り扱われ、その下に、リンク先として、本文中の各章が示されていて、全ての

章との関わりを明確にしています。そして、各章のところでは、例えば 64 ページを見て

いただきますと、「17 の目標の中から、特に関連の深い目標を選び出して、身近なこと

で自分たちができることは何なのか」を考え、話し合って深められるよう、「話し合って

みよう！」というような小課題が設定されています。 

 持続可能な「家庭生活」「食生活」「衣生活」「住生活」「社会」の各章とも同様に、

この「話し合ってみよう！」の小課題が設定されていて、非常に丁寧な取扱いで、深い学

びができるのではないかなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、ほかに追加等々ありませんか。よろしいですか。 

 それでは、家庭科についても採決に移っていきたいと思います。 

 家庭科について、答申及び本日皆様の頂いた意見、審議の中からまとめさせていただき

ます。まず、食育についての取扱いが充実している、先ほど水野委員から、魚のさばき方

の話があったんですが、３社とも本当にこの家庭科というものをしっかり全て子どもたち
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の体の中に入れば、もう 15 歳の時点でしっかりと生きていく力、衣食住を身につけてい

く力がつくと、本当にどの教科書も充実しているなと思いました。それも含めて、食育に

ついての取扱いが充実していること、それから生徒が分かりやすく学習が見通せて、実生

活へとつなげていけるもの、それから岩井委員から浴衣の事例が上がったんですけれども、

日本の伝統的な生活の取扱いがより充実していること、それからＳＤＧｓですね、持続可

能な社会の構築の内容が各章で取り扱われているということ、それから水野委員からは小

学校からの接続や教科横断的な学習内容が工夫されているということ、それから村本教育

長職務代理者が最初に言ってくださったんですけども、これから高齢化社会になっていく

んで、高齢者との関わりが丁寧にしっかりと書き込まれていること、それから午前中にも

申し上げたんですけれども、また藤井委員が言ってくださったように、本当に消費者教育

に力を入れていかなければならないので、その取扱いが丁寧に行われていること等々を含

めますと、どの発行者もすぐれているんですが、その中でも特に八尾の子どもたちに総合

的にどうなんだって勘案すると、開隆堂の「技術・家庭 家庭分野 生活の土台 自立と

共生」ということで、選ばせていただけたらと思っていますが、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、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 生活の土台 自立と共生」を採択するこ

とを適当と決しました。ありがとうございます。 

 それでは、次、外国語に移らせていただきますので、入替えよろしくお願いします。 

 それでは、外国語について審議を始めます。 

 選定委員会での観点、まとめにつきまして、事務局より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の外国語の検討のまとめとしては、本市の生徒の課題であ

る「即興のやりとり」「技能統合」が取り扱われている点、外国語を使って自分自身や身

の回りのことを発信する工夫がされている点、外国語における小中連携の工夫がされてい

る点、現行版の高等学校学習指導要領から移行された言語材料が適切に取り扱われている

点、こういった点での議論を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科

書として各発行者の特色をまとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、外国語によるコミュニケーションを図る資質・能力を育成するこ

とをめざし、「話すこと」領域が「話すこと（やりとり）」「話すこと（発表）」に分け

られ、４技能５領域に整理されました。今まで以上に、即興性を重視したやりとりが必要

となります。また、習得語彙数と言語材料の増加についても改訂のポイントとなっており

ます。 

 

【中山教育長】 この間、八尾市は小学校も含め、英語教育にかなり力を注ぎ込んでいる

部分もありますので、しっかりと私たちは責任を持って採択していきたいと思っています。 

 今の事務局からの説明も踏まえまして、忌憚ないご意見を頂けたらと思います。 
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【岩井委員】 平成 31 年度の全国学力・学習状況調査で、初めて中学校英語が調査され

ました。結果として本市の生徒たちの正答率は全国水準であり、日頃の取組の成果が見ら

れたと思います。けれども、即興性を反映させた記述式問題、それから技能統合された問

題においては、やや課題が見られたと聞いております。 

 教科書を見ますと、全ての教科書の巻末に、英語を使って何ができるようになるかを示

した「ＣＡＮ－ＤＯリスト」や、それに類似したリストが掲載されておりました。その内

容を見てみますと、東書、三省堂、啓林館は、「話すこと（やりとり）」において、「即

興で伝え合うことができる」と明記されており、八尾市の取り組みや生徒の実態に適して

いると思います。 

 また、それぞれの教科書の単元を見てみますと、全ての教科書の３年生で、即興性を重

視した授業作りの集大成として、ディベートやディスカッションを扱っています。三省堂

の３年生の 118 ページを見ていただきたいんですけれども、読んで書く活動の後、 120 ペ

ージで「あなたの住んでいる地域に置き換えて、ディスカッションしょう」という活動が

あります。本市の生徒たちが、自分の住んでいる地域のよさを英語を使って発信していく

活動とディスカッションをつなげる活動は、とてもいいと思います。こうした活動はほか

の教科や、例えば公民分野との関連もあり、クロスカリキュラムでの学習内容の定着にも

つながると思います。 

 自分の住んでいる地域をＰＲという点では、啓林館３年生の 84 ページにも、自分の住

んでいる地域の名所を紹介するという活動があります。今後、さらにグローバル化が進む

中、「八尾市の子どもたちが八尾のよさを外国語を使って発信する」という取組は、大変

すばらしいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 どの教科書も生徒が主体的に学習できるよう、生活場面に注

目した内容が、身近にある絵本や洋楽などが取り入れられた教材を取り扱うなど工夫され

ています。 

 先ほど岩井委員がおっしゃったように、生徒が受け身ではなく、主体的に外国語を使っ

て自分のことや身の周りのことを発信できるような取組が重要だと考えます。２年生の教

科書を見てみますと、全ての教科書で、職業や自分の夢に関する教材が掲載されておりま

す。東書の「Ｍｙ  Ｆｕｔｕｒｅ  ｊｏｂ」、三省堂の「Ｍｙ  ｄｒｅａｍ」、光村の

「Ｗｏｒｋ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ」、啓林館の「Ｍｙ ｆｕｔｕｒｅ ｄｒｅａｍ」は、

職場体験のレポート等を読んだり聞いたりした後、自分の体験や将来の夢などを伝え合う

活動となっており、技能統合が重点的に取り扱われており、すばらしいと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 
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【水野委員】 今回、高校から移行される仮定法という扱いがあるんですけど、それを比

べて、３年生の扱いになっておりますけども、その中で、プラクティスやゴール活動ｎお

工夫されていると感じたのが、東書、開隆堂、三省堂です。 

 東京書籍 96、97 ページを見ていただきたいと思いますけども、まず日本語で考えて、

線で結んで、自分で英作文を書くような感じになっているんですよね。英語が苦手な生徒

にとっては、手がかりとなるように工夫されているというふうに感じました。 

 それから開隆堂では、３年生のＳＵＮＳＨＩＮＥ 92 ページをみてもらうと、もし自分

がマルマルだったらというようなことで、３つの場面が提示されています。場面別にロー

ルプレイができるということで、いくつかのフレーズがありますけど結構難しいなと、び

っくりしました。でも会話の練習を繰り返すことで、結構実生活も使えると思いました。 

 それから、三省堂では 89 ページで、３年生ですね、３年生、ＮＥＷ  ＣＲＯＷＮの 89

ページですね、聞く・話すで訓練を行った後に 96 ページに飛んで、これまた面白く、ア

イデアマップを書いて英語で詩を書くみたいな話になってるんですよ。これ、国語でもや

るし、本当に創造的な活動を積極的に、それも英語でやっていくということで、やっぱり

ここまで深く入り込んで英語をやっていかれるのだなと思って、本当に感心しました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 今、水野委員の話の中にも出てきたんですけれども、高校から移行され

ている新しい言語表現について最初にお話があったんですけれども、外国語教育がもう小

学校で全校実施となっている中で、やはりどんな部分が重要な視点なのかという辺り、も

う少し事務局、説明いただけたらと思うんですが。 

 

【宮本指導課長補佐】 昨年度、本市は大阪府の英語教育推進事業のモデル市指定を受け

ました。その中で、現在もですが、外国語教育における小中連携についても取組を進めて

おります。また、小学校３年生から中学校３年生の７年間の学びを系統立てるために、全

ての中学校区において、ＣＡＮ－ＤＯリストを作成しておりまして、外国語科における小

中連携は今後も推進していくべきであると考えております。 

 また、言語表現についてですが、各教科書を見てみますと、どの教科書も巻末の単語一

覧で、中学校の新出表現でなくて、新出表現でなく、小学校で慣れ親しんだ単語や表現に

ついても記載がされておりました。また、１年生のレッスンに入る前に、小学校の表現を

復習する単元も全ての教科書で設定されております。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 事務局から補足しましたけれども、中学３年生の内容が高校生からの分

も移行してきているので、本当に小学校の段階から緻密にやっていかないと、子どもたち

に定着という部分で、八尾はかなり力を入れてやっているので、それも含めて選定してい

きたいと思っています。藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 今、事務局からご説明あった小中連携の視点でちょっと思ったんですけれ

ども、東京書籍の１年生の 152 ページ、こちらを見ていただきましたら、小学校で随分慣
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れ親しんだであろう単語が挿絵つきで扱われています。小学校ではピクチャーカードを使

って授業を進めることが多いと思いますので、イメージがつきやすいんじゃないかなと感

じました。 

 三省堂の、こちらも１年生の８ページをご覧いただけますか。８ページから、アルファ

ベットについての復習をした後に、めくっていただいて 10 ページからは、「コミュニケ

ーションを楽しもう」と書いてあって、小学校で慣れ親しんだ「話すこと（やりとり）」

の表現をたくさん復習することができるようになっていると思います。 

 光村の１年生の８ページからと、あともう一つ開隆堂の１年生の 15 ページ、それぞれ

教科書に書き込む欄が多く設定されていて、小学校で慣れ親しんだ書くことの復習という

のが、しっかりできるように工夫されているなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、補足等々ないでしょうか。なければ採決に移らせていただ

きます。 

 皆様から頂いたご意見で、即興のやりとりとか技能統合が重点的に扱われていることと

いうことも、ご意見頂いてます。それから、英語を使って自分の夢や地域のよさを発信す

る工夫がされているということ、それから英語を使って自分の夢や地域のよさを発信する

工夫がされていること、実際に八尾では小学生の子たちが知っている英語を使ってボラン

ティア活動をしたりという実態もある中で、やはり子どもたちが本当に発信する、そのき

っかけとなるような工夫がされているということはとても大事かなと思います。 

 それから、先ほど事務局からの中段で話を入れていただきましたが、高校から移行され

た言語材料の扱いが適切であること、また小学校との接続について、特に書くことなんか

の復習が工夫されていること等、どの発行者も本当に工夫されているんですけれども、今

私が申し上げた皆様が言ってくださった部分が総合的にバランスよく扱われているという

のは、三省堂の「ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｒｉｅｓ」ではないかとま

とめさせていただきたいんですけれども、その点、委員の皆様いかがでしょうか。もう一

度見ていただけたらと思います。 

 今、私が取りまとめさせていただいたこの三省堂の「ＮＥＷ ＣＲＯＷＮ Ｅｎｇｌｉ

ｓｈ Ｓｅｒｉｅｓ」が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は

ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、外国語の教科用図書に

つきましては、株式会社三省堂の「ＮＥＷ  ＣＲＯＷＮ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｓｅｒｉｅ

ｓ」を採択することが適当と決しました。ありがとうございます。 

 それでは、道徳に移らせていただきます。入替えよろしくお願いします。 

 それでは、特別の教科道徳について、審議をいたします。 

 選定委員会ではどのような観点でまとめられていたか、事務局より説明願います。 
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【仁科指導課長】 選定委員会の特別の教科道徳の検討のまとめといたしましては、自分

の考えをまとめたり、ペアワーク・グループワークの活動を取り入れたりするなど、考え

議論する道徳の扱いが工夫されている点、いじめ問題等の扱いが丁寧にされている点、各

学校の行事や実態に応じて教科横断的な学習が工夫されている点、こういった点での議論

を基に、選定委員会として本市の生徒の実態に適している教科書として各発行者の特色を

まとめ、答申に挙げております。 

 新学習指導要領では、内容項目が 22 項目に整理されました。目標としては、道徳的諸

価値について理解する、自己を見詰める、物事を広い視野から多面的・多角的に考えるこ

と、人間としての生き方についての考えを深めるというように、学習活動が具体化されて

います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 特別の教科道徳につきましては、学習指導要領の改訂もありまして、既

に別立てでの採択を行って使っている状況にある状態です。それと事務局の説明も踏まえ

まして、再度採択していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。どなたか

らでも結構ですのでお願いします。 

 

【岩井委員】 中学校においては、平成 30 年度から道徳が教科化され、各学校で「考え、

議論する道徳」の推進のため、道徳の教材研究や授業研究を進めているというふうに聞い

ております。教科書を見ますと、全ての教科書の各教材の最後のページには、「考えよ

う」とか「話し合ってみよう」など、問いを通して考え、深める手だてが示されておりま

す。 

 また、東書、教出、日文、学研は教材の冒頭に主題となるテーマやキーワードが書かれ

てあって、生徒が主体的に考えるための工夫がされていると感じました。 

 授業中の扱いで言いますと、現在、各校では教科書やワークシートなどを活用しながら、

学びの記録は道徳ノート、道徳ファイルなどに残している学校が多いというふうに聞いて

おります。教科書を見ますと、別冊がついている教科書が２社、日文とあかつきがありま

す。例えば、日文の１年の別冊を見ていただきますと、たくさん書く欄があって、自分の

考えを深める手だてにもなるのですが、既に何を書くか指定されているページもあります。

現在、各学校で発問や子どもに書かせる内容についても研究を進めていますので、そうし

た点を考えますと、書く内容が指定されているということがちょっと気になりました。 

 それから、教科書の教材を読んだり資料を見たり、ペアやグループで対話したりしてい

る中で、生徒が自分の考えや友達の意見をメモする場面があると思いますけれども、教科

書の下の欄に、東書は「つぶやき」欄、それから学研は「メモ」欄というのが随所に設け

られているので、思い付いたときにすぐ書き込める工夫がされているなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 水野委員、お願いします。 

 

【水野委員】 先ほども申し上げたんですけど、本市では八尾市いじめ防止基本方針とい
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うものがありまして、法律に基づくものですけども、「いじめは、しない、させない、許

さない」の考え方の下、全ての学校で未然防止・早期発見・早期対応に取り組んでいると

いうふうに聞いております。傍観者教育なども、その中で実践されていると理解しており

ます。 

 道徳の教科書におけるいじめ問題の取扱いというのは、大変重要だと思います。教科書

を見ますと、いじめ問題や生命の尊さに関わる題材について、各社とも全ての学年で扱わ

れております。 

 いじめ問題について、特に特徴があると感じた教科書を見ていきたいと思うんですけど、

１年生の教科書の目次を見ていただきたいんですけど、東書、それから教出、光村、日文

の４社はいじめ問題を複数時間にまたがるユニットで扱っていて、大体ゴールデンウイー

ク明けから６月ぐらいにこの問題が扱われるということで、学級を開いていって、今年は

ちょっと休校期間がありましたけれども、やっぱり慣れ始めた頃、だんだんちょっといじ

めのちいさな対立のようなものが起きてくるようなところで扱っているので、話し合いを

深めるのに非常にいいと思いました。 

 内容については、東書の１年生の 21 ページからめくっていくと、詩や読み物とか漫画

とか、傍観者の話等もありますし、それから教育出版の１年生の 40 ページから、めくっ

ていただくと、中学生が本当にスマホでおこりうる事例とか、いろんなところで書き込み

ができる、いじりといじめの違いとか、工夫をされています。そういった意味で、子ども

たちの興味を引くような資料を多用してますね。 

 生命の尊さについては、大阪府の選定資料道徳の 14、15 ページに、教科書会社ごとの

題材数を見ますと、東書が３年間の合計が 12、生命の尊さに関する題材を最も多く取り

扱っているということが、この大阪府の選定資料道徳の 14、15 ページを見ると、扱い数

が多いというところですね。少ないところだと７、やっぱり学習機会が少ないというのは、

ちょっと本市の子どもにとってはあんまりよろしくないんじゃないかという感想を持つに

至りました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 藤井委員、お願いします。 

 

【藤井委員】 今現在、八尾市の全ての学校においてはインクルーシブ教育を推進してお

られると思います。どの教科書もそれぞれに、ユニバーサルデザインについて配慮されて

いると思いました。各教科書の障がい者理解の教育に関わる内容を見てみましたら、パラ

リンピックなどは全ての教科書で取扱いがありました。 

 その他の内容について見ていきましたら、光村の２年生の 50 ページからは、聴覚障害

のある親とその子どものお話を読んで、その上で 55 ページ、56 ページで聴覚障害につい

て知識を広げていくような展開となっていました。 

 また、あかつきの３年生の 54 ページからは、病気によって体が不自由になった斎藤麻

衣さんの手書きの作文から、考えを広げる、広げてあと考えを深めるような活動へつなげ

ていくような構成になってます。 

 最後、東京書籍の１年生の 142 ページからは、星野富弘さんの文や作品、年表が掲載さ
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れてあって、教材の学習に広がりを持たせているなと思いました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、お願いします。 

 

【村本教育長職務代理者】 社会参画や勤労等と関連することですが、今年度より市内全

ての学校で八尾市キャリア・パスポートの活用が始まっております。道徳とキャリア教育

との関連について見てみますと、全ての教科書で様々な職業や自分の将来の夢について扱

われていました。 

 例えば、日文２年 98 ページからは工場の職人、ナース、建築家など生活や災害に結び

つけて、様々な職業について扱われています。日本教科書２年 22 ページ、「僕たちのキ

ャリアプランニング」は、職業体験などの活動と結びつけて学習を深められるよう工夫さ

れていました。 

 東書、教出、光村には巻末に、付録で教材や資料がついておりました。小学校で学んだ

教材を中学校でも学んだり、都道府県ゆかりの人物の格言が載っていたりと、各学校の小

中一貫教育や地域学習の取組にも活用できると考えられます。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 他に補足等ございませんか。 

 ４人の皆様のご意見聞いたんですけれども、特別の教科道徳として教科化されまして、

教科書として採択が２回目になるんですけれども、最初にご意見で出ていたように、本市

にとってこの別冊のありなしについては、初めて教科書として選定するときからもう話題

になってまして、若手の教員がたくさんいることや、子ども自身がノートのほうに縛られ

ないようにするために、八尾市の子どもたちにとっては別冊はないほうがいいだろうとい

うようなことで、岩井委員今日もそういう観点で言ってくださったのかと思うんですけれ

ども。そういうことも含めまして、私のほうでまとめさせていただきますと、考え議論す

る道徳をしっかりと推進していくための工夫をするということで、つぶやきが書けること

であったり、またいじめ問題、本当に先ほども言いましたが、わが市にとっては本当に大

きな課題の部分ですので、その辺りはタイムリーに取り組んでいける、また先ほどの大阪

府の資料によっても、取扱いの数であったりいろんなこと、それから生命尊重や人権の取

扱いが丁寧にされている、それから各学校の行事や実態に応じて教科横断的な学習がしっ

かりされていることとか、それからキャリア教育という視点においても、道徳ということ

がどういうふうに展開していけるのか、その辺りも総合的に勘案いたしまして、本当に全

てすばらしい教科書ばかりなんですが、八尾市の子どもたちにとってはということで、東

京書籍の「新訂 新しい道徳」ということで採択していけたらと思っておるんですけれど

も、委員の皆様、ご異議ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは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
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図書につきましては、東京書籍株式会社の「新訂 新しい道徳」を採択することが適当と

決しました。 

 これで、議案 31 号「八尾市立中学校教科用図書の採択に関する件」について、以上の

とおり朝からずっと審議させていただきましたが、16 種目全て決しました。 

 ここで、議事の都合により暫時休憩させていただきます。この後、32 号、33 号の審議

をしてまいりたいと思いますので、２時 35 分再開ということで、よろしくお願いします。 

 それでは、ここで一旦解散させていただきます。 

 

（暫時休憩） 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開いたします。 

 次に、議案第 32 号「令和３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。 

 提案理由を仁科課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 それでは、議案第 32 号「令和３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３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ございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

【中山教育長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、小学校用教科書の採択につい

て、令和３年度においては、無償措置法第 14 条の規定に基づきまして、昨年度と同一の

教科書を採択しなければならない、こういう説明でよろしいですね。 

 

【仁科指導課長】 はい。 

 

【中山教育長】 これにつきまして、委員の皆様、質疑ございませんでしょうか。よろし

いですか。お手元に図書一覧は、今行ってるかと思いますが。 

 それでは質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 32 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。 

 

【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、議案第 32 号「令和３年度使用  

八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」について、原案を適当と認めることに決し
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ました。 

 続きまして、次に議案第 33 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 33 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、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、説明がございましたが、委員の皆様、何かご質疑ございませんでしょうか。よろし

いですか。 

 来年度、拡大教科書を使用する予定の児童・生徒について、事務局説明できますか。 

 

【仁科指導課長】 現時点においてということではございますが、小学校で２名の使用を

予定しております。 

 

【中山教育長】 ということで、２名の子どもたちが使用を予定しているということです。 

 他に質疑ございませんか。 

 それでは質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 33 号につきまして、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】 それでは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

と認めることにいたしました。 

 本日は、中学校、小学校、拡大教科書の採択３件について議案審議を行いましたが、そ

れぞれの教科書が八尾の児童・生徒の学習に効果的に使用されますように、しっかりと

我々も取り組んでいきたいと思いますので、事務局よろしくお願いいたします。 

 以上で、本日の予定案件は終わりますが、委員の皆様から何かありませんでしょうか。

よろしいですか。 

  ほんとに、長きにわたり本当に教科用図書について、特に中学校の教科用図書をしっ

かり見ていただきまして、心より感謝申し上げます。お疲れさまでした。ありがとうござ
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いました。 

 それではないようですので、以上をもちまして８月臨時教育委員会を終了いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


