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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第７回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 本日の出席委員数は全員でございます。会議

は成立いたします。 

 本日の会議録の署名委員は、会議規則第20条

第２項の規定によりまして、阪本委員、長瀬委

員を指名いたします。 

 なお、傍聴の方々、受付時にお渡しいたしま

した注意事項を遵守していただきますよう、お

願いいたします。 

 それでは議事に入ります。 

 日程第１、議案第15号、平成27年度使用教科

用図書の採択についてを議題といたします。 

 まず、大阪狭山市立小学校教科用図書選定委

員会の車谷委員長から答申及び経過説明を願う

わけですが、委員の皆様には、あらかじめ答申

資料や教科書を十分にご覧いただいているわけ

でございます。したがいまして、おおむね本市

の子どもたちにどのような教科書が望ましいの

かについて、既にイメージしていただいている

ことと思います。 

 それでは、ただいまから選定委員長より答申

の説明をいただき、その後、採択に係る重要な

ポイントについてのご質問やご意見をお願いし

たいと思います。 

 また、選定委員長の説明につきましても、選

定時において最も重視した要素を簡潔に述べて

いただくよう、お願いいたします。 

 それでは、選定委員長から説明を求めます。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 今回の教科用図書採択につきましては、10種

目全てでそれぞれ３名の調査員を任命し、各調

査委員会におきまして十分な研究、協議の上、

調査研究資料を作成し、選定委員会へ提出をし

ていただきました。 

 選定委員会は、小学校校長代表、中学校校長

代表、小学校教頭代表、保護者代表に教育委員

会事務局を加えました７名によりまして、４月

17日に採択の方針等を確認し、６月25日及び７

月４日の２回にわたって各教科調査委員会より

報告を受けた調査研究資料をもとに議論をいた

しました。そして、本市の子どもたちにとりま

してより望ましい教科書を選んでいただくため

に答申をさせていただきました。 

 以上がこれまでの経過でございます。 

 それでは、答申をさせていただきます。 

 平成26年７月24日、大阪狭山市教育委員会様。 

 大阪狭山市立小学校教科用図書選定委員会委

員長、車谷哲明。 

 平成27年度使用小学校教科用図書の採択につ

いて答申。 

 平成27年度使用小学校教科用図書の採択に関

し、国語、書写、社会及び地図、算数、理科、

生活、音楽、図画工作、家庭、保健の10種目に

ついて、別紙資料のとおり答申をいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 ただいま説明があったとおり、選定委員会か

ら答申資料が提出されております。 

 それでは、種目ごとの採択に入ります。 

 初めに、国語の教科書について選定委員長よ

り説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 これより、調査委員会を経て選定委員会でま

とめました各種目の教科用図書について、答申

資料に沿って報告をさせていただきます。 

 では、まず国語について報告をいたします。 

 学習指導要領では、国語力は全ての教科の基

本と位置づけられています。そして、自らの考

えを深め他者とコミュニケーションを行う能力

の育成を図るために、言語活動の充実が特に重

視されています。国語科においては、話すこ

と・聞くことや書くこと、読むことに関する基

本的な国語の力を定着させたり、言葉の美しさ
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やリズムを体験させたりするとともに、発達の

段階に応じて記録、要約、説明、論述といった

言語活動を行う能力を培う必要があります。 

 このようなことを踏まえて、各社とも、「話

す」「聞く」「書く」「読む」の４つの能力の

重点化、統合化を図るとともに、資料が大変充

実されております。さらに、各社とも、親しみ

やすい文学作品や説明的な文章を取り扱い、日

本語のよさが学習しやすいように工夫されてお

ります。 

 選定項目に沿った各社の特徴はお手元にあり

ますが、例えば東書では、写真や表、グラフな

どを使って文章にもポスターにもまとめるなど、

学習意欲や活動力を高める方法を具体的に示し

ている点など、学図では、全学年の最初に学級

づくりを題材にした言語活動を取り入れ、主体

的な話し合い活動について示している点など、

また三省堂では、別冊「学びを広げる」の中で

各学年に応じたさまざまなジャンルの本が紹介

され、読書意欲を高める工夫がされている点な

ど、教出では、学習の進め方について、情報の

収集、文章の構成、整理の方法など、学習の流

れを図でわかりやすく示している点など、また

光村では、巻頭に１年間の「学習を見わたそ

う」があり、巻末には振り返ることができるよ

うにして系統的に取り組めるよう配慮されてい

る点などの特徴が見られます。 

 ほかの特徴につきましても資料にございます

ので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、前もって教科書も見ていただいて

おりますが、いただいた資料もごらんいただき

ながら、各委員からの意見を求めます。 

教育委員（阪本 栄） 

 各社の特徴を見てみましたけれども、東書は

１年間の学習の見通しを示しておりまして、学

習目標が立てやすいという印象を受けました。

環境をテーマとしてポスターまでまとめる手順

が例示されているなど、１つのことをまとめて

考える力を養えるのではないかというふうに感

じました。 

 また、学図は、「保護者の方へ」に学習目標

を掲げ、家庭との連携を意識した内容となって

います。説明的な文章が多いのが特徴であると

いうふうに感じました。 

 以上のことなどから総合的に考えまして、私

は、東書か学図がいいのではないかというふう

に考えました。 

 １つお尋ねしたいことがあるんですが、各社

の漢字を取り扱っているページ数に差があるよ

うに感じました。漢字は教科書だけを使って指

導しているのでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 ちょっと現場のほう、選定委員長、お願いし

ます。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 お答えいたします。 

 学校現場では、教科書の他に漢字ドリルなど

の副教材や漢字専用のノートで指導を行ってお

ります。さらに、小テストを行うなどして、確

実に定着が図れるように各学校で工夫をしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 上下で分けている教科書と１冊にまとめてい

る教科書があるんですけれども、関連教材を振

り返る活動とか中学校とのつながりを考えます

と、高学年は上下が１冊にまとまっているほう

がよいと思います。 

 また、東書のほうは、文章を比較させる学習

といった思考力を高めるページがたくさん盛り

込まれているのがとても印象的でした。 

 一例ですけれども、３年生の上巻に「朝ご飯
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をしっかり食べよう」という文章がありまして、

２つあるんですけれども、一方は、朝ご飯を食

べることの大切さを書き手が一方的に説明して

います。もう一方は、朝ご飯を食べなかった人

と食べた人のデータを示すことによって、つま

り根拠を示す形で、どちらが説得力がある文章

であるかということを学習させるような工夫が

折り込まれています。 

 こういったことは、学力調査結果の課題でも

ありますＢ問題の課題解決力とか情報活用力の

育成につながっていくと考えますので、東書が

よいのではないかと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 私も、東書が他の教科との活用でつながって

いる内容になっているということ、それから文

字とか図表、写真を組み合わせたページが大変

工夫されている、そのような印象を持ちました。

本市の学力の課題でもある活用力の育成という

点でふさわしいのではないかと思います。それ

から、６年生の新聞の投書の読み比べなどにも

大変特色があっていいと思いました。 

教育委員（長瀬美子） 

 私は、逆に学びのスタートということで、１

年生の教科書を比較して見させていただきまし

た。 

 中でも、学図が非常にゆったりした構成にな

っていて、幼稚園、保育所から上がった子ども

たちが小学校の学習にスムーズに取りかかりや

すいなという印象は、学図が一番感じました。 

 「この単元の学習の流れ」というのが入れら

れていますので、どのように勉強が進んでいく

のかということをわかりやすく示していて、こ

れは子どもにとってもですけれども、経験の浅

い先生にも、この単元ではこんなことが大事だ

ということを確認しながら教育しやすいのでは

ないかと一番感じたのは学図でした。 

 以上です。 

教育長（小林光明） 

 冒頭で選定委員長のほうからも報告がありま

したし、ただいま委員長もおっしゃったように、

東書は図やグラフ、写真の構成が秀逸で、子ど

もたちの興味・関心を高めて論理的思考を促す

ために効果的なレイアウトになっているという

ふうに感じました。ＰＩＳＡ型の読解力を高め

る工夫がされているように感じます。 

 それと行数表示、これは各社もあったんです

けども、東書が一番わかりやすく工夫されてい

るというふうに感じました。 

 以上です。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 総合的にいいますと、長瀬委員がおっしゃっ

たように、基礎的な部分をわかりやすく丁寧に

記述しているのは確かに学図のほうだと私も思

います。ただ、活用力の育成を目指して、それ

を効果的に構成しているのは東書のほうではな

いかというふうに感じましたので、私は、本市

の子どもたちの読解力の向上という点から考え

ますと、東書を推したいというふうに思ってお

りますけれども、いかがでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 長瀬委員、いかがですか。 

教育委員（長瀬美子） 

 皆さんのご意見をお聞きして、私も学図と東

書が特に素晴らしいと思っていますので、東書

の今言っていただいた良いところは本当に感じ

ています。１年生の教科書でも、先ほど学図の

ほうで説明をさせていただきましたが、東書の

ほうでも十分な配慮もされていると感じていま

す。 

 ですので、もし学図の先ほどの特徴で話させ

ていただいたような導入の部分とか単元の学習

の部分をぜひ教員のほうが意識をして取り組ん

でいただいたら、東書のほうのよさもあわせて

学習していただけるんじゃないかというふうに
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思ってますので、もちろん東書は大阪狭山の子

どもたちにとってすぐれた学習を保証してくれ

るんじゃないかなと思っています。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 ご意見を伺っておりますと、東書を推す意見

がほとんどのようですので、国語の教科書につ

きましては東書としたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、国語の教科書は東京書籍を

採択することに決定いたします。 

 続きまして、書写の採択に移ります。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 では、書写につきましてご報告をいたします。 

 各社とも、初めに学習の目当てが示されてお

ります。学習を振り返って自己評価することで、

目当てが達成できたか、自分で確かめることが

できるように編集をされておりました。伝統的

な日本語の文化が取り上げられ、日本の伝統や

文化に親しみが持てるように工夫されておりま

す。また、より多くの人が見やすいように、ユ

ニバーサルデザインにも配慮をされていました。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にもございますが、例えば東書では、百人一

首や俳句など、学年ごとに古典に触れられ、日

本文化に親しめるようになっている点などが挙

げられます。 

 学図では、毛筆の学習を硬筆に生かせるよう

になっていることや行書が扱われている点など

が挙げられます。 

 三省堂では、はがきの書き方が扱われている

ことや漢字の書き方につながりやすい片仮名に

力を入れている点などが挙げられます。 

 教出では、習字の学習が「一」「二」「土」

とわかりやすく配列されている点などです。 

 また、光村では、巻末の「資料」のページで

学んだことが生かせるよう工夫している点など

が挙げられます。 

 日文では、水色とピンクで画と画の長さや筆

の運びがわかりやすく表示されている点などが

挙げられます。 

 他の特徴につきましても資料にございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、書写の教科書について各委員から

意見を求めます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 私は、日文と学図がいいと思いましたが、両

社には学習の目当てがはっきりと示されており

まして、児童にとっては非常にわかりやすいと

思います。そのうち学図のほうは、毛筆学習の

進め方がより具体的に示されているというふう

に思われました。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も同じ意見です。小筆の使い方や片づけ方

などについても、両社は写真を使ってわかりや

すく示しているというふうに思いました。 

 また、東書の教科書は幅広のサイズになって

いるんですが、書写のように机の上に道具を並

べる授業では、かえって使いにくいのではない

かというふうにも感じました。 

教育委員（長瀬美子） 

 学図の書写を見せていただきますと、最初の

ところにシールがありまして、自分の名前を書

いて持ち物に張ってみましょうといったような

ことがあって、低学年の子どもたちが興味を持

って意欲的に自分の名前を書くということに取

り組めるような工夫がされているように感じる

のですが、ほかの教科書のほうはいかがでしょ

うか。違いがあれば教えていただけますでしょ

うか。 
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選定委員会委員長（車谷哲明） 

 まず、「学習の進め方」に両社の特徴が見ら

れると思います。両社とも、「考える、確かめ

る、そして生かす」という課題解決型の学習配

列となっておりますが、日文は、「いかす」で

毛筆で学習したことをほかの文字に生かすよう

になっております。 

 学図は、「課題を見つける」の前に「ためし

書き」というのがありまして、筆博士が登場し

て学習のポイントを示しております。 

 以上でございます。 

教育委員（阪本 栄） 

 書写では、筆順が字形と大きくかかわってく

るというふうに思います。それで見ますと、日

文は巻末の一覧表で学習した全ての漢字の筆順

が丁寧に示されているというふうに感じました。

学図も巻末に番号で示されていますが、番号が

少し小さくて見にくいのではないかというふう

に感じました。 

教育委員（長瀬美子） 

 先ほど、国語の教科書の採択のことがありま

したけども、特に関連性は高いと思うんですけ

ど、国語と書写は合わせる必要というのは特に

ないのでしょうか。質問させていただきます。 

教育長（小林光明） 

 現行も、国語は光村で書写は日文というふう

に違ってますので、それはもう配慮しなくても

いいのではないかと思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 それはもう単体で考えて。 

教育長（小林光明） 

 ええ。現場のほうに確認しましたけども、そ

れは特に問題ないというふうなことでございま

した。 

 それから、日文の６年生の教科書を見せてい

ただきますと、冒頭の見開きのところで書くこ

との意義、それから効力について、資料を使っ

て子どもに意識づけをしているというところが

とても良いというふうに思いました。ただきれ

いに字を書くだけじゃなくて、書くことの意義

をちゃんと伝えてくれているなというふうに思

いました。 

 それから、「ここがポイント」として、効果

的な区切りで示して習ったことを振り返らせる、

そういうふうな工夫もよく考えられていると思

います。 

 １年間の学習のまとめというのが最後に示さ

れているなど細かい配慮があって、これはこれ

で良い工夫だなと思いました。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 車谷選定委員長にちょっと質問をさせていた

だいていいですか。 

 東京書籍のほうは、例えばこれは３年生なん

ですが、こういう半紙大の大きさが手本として

載っているんですけども、そうでない教科書も、

例えば学図なんかはこういうふうに、もういわ

ゆる教科書のサイズだけで書かれているという、

そういうのがあるんですけれども、どちらが使

いやすいでしょうかね。 

委員長（山崎 貢） 

 選定委員長、現場はどうなんやろうね。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 教科書の見開きを使って半紙大で印刷されて

いる出版社は、ご覧のように学図でございます。

かご書きや骨書きで手本が示されております。

日文のほうは、半ページに印刷されていること

が多いようです。 

 実際に実物の半紙大のほうが児童は手本とし

て使いやすいというふうに思いますが、教科書

をそのまま手本とすると机の上でかさばってし

まったり墨で汚れたりするので、現場の授業で

は、半紙大に印刷したプリントを子どもたちに

渡して授業をしているというのが現状でござい

ます。 
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教育委員（長瀬美子） 

 半紙大の手本が多い分、逆にちょっと内容が

少なくなってるというふうに感じましたので、

日文のほうが実際には使いやすいのかなという

印象を受けました。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 間違いやすい漢字の筆順とか、筆圧とか、筆

遣いについては、学図がわかりやすいと思うの

ですけれども、総合的に見ますと日文が他社を

上回っているように感じられました。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 どの委員からも日文を推す意見をいただきま

した。書写の教科書は日文を採択することに決

定しますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、書写の教科書は日文を採択

することに決定いたします。 

 続きまして、社会の教科書の採択に移ります。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 では、社会について報告をさせていただきま

す。 

 学習指導要領の目標では、社会生活について

の理解を図り、我が国の国土と歴史に対する理

解と愛情を育てることが重視され、また国際社

会に生きる平和で民主的な国家、社会の形成者

の育成が求められております。 

 日本の領土につきましては、各社とも、学習

指導要領に適した記述がなされておりました。

平和で民主的な児童の育成という点でも、目標

に沿って課題解決に向けて取り組めるように工

夫されておりました。また、単元ごとに見開き

で構成されているため、児童が学習しやすく考

えられております。選択教材につきましても各

社の工夫が見られたり、防災教育にも力点が置

かれております。また、言語活動を意識した語

句や言葉の説明、またユニバーサルデザインへ

の配慮もなされておりました。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にもありますが、例えば東書では、写真や絵

を数多く使用して視覚的に捉えさせる工夫を各

所に設けている点がありました。 

 教出では、子どもたちが学習内容をまとめる

部分がワークシート形式になっている点などが

挙げられます。 

 また、光村では、教科書に登場するキャラク

ターの吹き出しなどで実際の学習場面のイメー

ジを促している点などがあります。 

 日文では、バリアフリーの観点から、ユニバ

ーサルデザインを取り入れた多目的トイレを紹

介している点などが挙げられます。 

 他の特徴につきましても資料にございますの

で、ご覧をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、社会科の教科書について、各委員

からの意見を求めます。 

教育委員（阪本 栄） 

 東書は、「つかむ」、「調べる」、それから

「まとめる」、「いかす」と学習の流れがはっ

きりしていて、段階的に課題解決を進めるよう

に工夫されているというふうに見ました。 

 教出も、「つかむ」、「調べる」、「まとめ

る・深める」と、問題解決能力を高める工夫が

なされているというふうに考えました。 

 また、５・６年生が１冊にまとめられている

のは光村だけですが、光村も「ホップ」、「ス

テップ」、「ジャンプ」というふうな形で問題

解決を進めるというふうになっております。 

 このようなことを総合的に考えまして、私は、

東書がよいのではないかというふうに考えまし

た。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 
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 そうですね。今、阪本委員がおっしゃったよ

うに、私も東書がいいと思います。資料も非常

にうまく使っております。それと、大事なこと

は、学習指導要領で各教科で言語活動を重視す

るということになっておりますので、その観点

からでも、東書は、歴史学習の単元のまとめ方

として、「ノートに整理する」、「社説を書

く」とか「手紙を書く」、「表や短文でまとめ

る」といったバリエーションも豊富で、児童が

興味をそそるテーマを設定しているというふう

に思います。 

教育長（小林光明） 

 先ほど、車谷選定委員長のほうから、日本の

領土について、各社とも学習指導要領に適した

記述がなされていますというご報告を受けまし

たけども、領土問題に関して、各社の特徴的な

記述とか各社間の差異のようなものがあればご

報告をいただきたいと思います。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 どの教科書も、日本の領土を地図であらわし

て東西南北の島を写真で紹介しており、そんな

に大差は見られません。また、尖閣諸島、それ

から竹島、北方領土につきましても、日本の固

有の領土であることが全ての教科書に明記され

ていますが、東書につきましては、特に各周辺

国との関係についても詳しく記述がされている

ということでございます。 

委員長（山崎 貢） 

 私は、東書は、バリアフリーの観点からお隣

の市の堺市を取り上げてくれています。子ども

たちにとっては、お隣のまちということもあっ

て、大変興味を持って学習できるのではないか

なと、そのように思いました。 

教育委員（長瀬美子） 

 ちょっと関連するんですけど、東書の３・４

年生の教科書に特色のある県として、地域とし

て、兵庫県が取り上げられているのをとても興

味深く見せてもらいました。兵庫県のいろいろ

な角度、都市があったり、焼き物のまちがあっ

たり、コウノトリを育てているまちがあったり

と、１つの県の中のさまざまな側面に目を向け

て記述されていて、興味深く、また色んな視点

から学べるんじゃないかというふうに思いまし

た。 

 そして、インタビュー記事が良いなと思った

のも特徴です。それぞれ、あわじ花さじきの飯

田さんの話というふうな形で、どの方がどうい

うお話をしていただいているかということが丁

寧に載せられていて、親しみを持って学びやす

いかなというのは東書の特徴だと感じました。 

教育長（小林光明） 

 東書は、見せていただいて、コラムも多く、

情報量が豊富だなというのが実感ですね。レイ

アウトもやはり巧みだと思います。子どもの興

味・関心を引き出して自主的に学習を進める工

夫が盛り込まれているというふうに思いました。 

教育委員（長瀬美子） 

 上級生の５年生のところで野菜の生産や畜産

のことが出てくるんですけれども、社会科はど

うしても暗記教科だと児童に思われやすいので

すが、この東書の教科書は、なぜ果物の生産が

盛んなのか、それはどういう理由があるのか、

畜産には餌になる牧草をつくる広い土地が必要

であるなど、結果だけではなくて、その結果に

つながるプロセスが丁寧に書かれているので、

そういう結果だけを教える社会科ではなくて、

人の営みとしてのプロセスを感じられる教科書

がいいなと思うので、その点は東書が配慮され

ているなと感じています。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 追加なんですけども、安全を守ることとかご

み処理のことなんですが、こういったことを自

分の問題として考えてみるというのは生徒たち

にとっても非常に重要なことですので、まさに
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自分の問題として取り組ませる配慮の点におい

て、東書が勝っているのではないかというふう

に思いました。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 どの委員も東書を推しておられます。他に意

見がないようでしたら、社会の教科書は東京書

籍としたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、社会の教科書は東書を採択

することに決定いたします。 

 続きまして、地図の採択に移ります。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 では、地図について報告をいたします。 

 地図帳につきましても、学習指導要領の趣旨

が十分に反映されており、子どもたちが自ら進

んで学習に取り組めるよう創意工夫をこらし、

見やすく、わかりやすく、活用しやすい地図帳

となっております。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、例えば東書

は、Ａ３判の特性を生かし、文字や数字が大き

く印刷され、統計のページでは、都道府県ごと

に行が色分けされているので見やすいという点

が挙げられます。 

 帝国では、市街地をあらわす黄色、平野をあ

らわす緑色、山地をあらわす茶色というふうに、

色合いがとてもわかりやすく表記されておりま

した。 

 他の特徴につきましても資料にございますの

で、ご覧をいただいてご検討いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、地図について各委員からの意見を

求めます。 

教育委員（長瀬美子） 

 地図そのものとしては、やはり帝国の印刷や

表記が大変見やすいと感じます。どのページも

そうなんですが、山地の立体感がよくわかって、

一目でどこが山地でどこが平野でということが

すごく見やすいつくりになっているので、地図

そのものとしての使いやすさは、特に高低差で

あるとか広がりであるとか、それは帝国が見や

すいと感じます。 

 それから、写真と地図を見比べられるような

ページも作ってありまして、地図の見方という

ことに慣れていくにおいても工夫がされている

と思いますので、帝国の地図帳は大変見やすい

と思います。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も、帝国には地図の成り立ちや使い方も明

記されていて、子どもたちの理解を深めること

ができるのではないかというふうに考えました。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 長瀬委員、阪本委員がおっしゃったように、

私も帝国がいいと思うんですが、色合いとか文

字の扱いが見やすいということですね。それか

ら、歴史の舞台になった場所を示す地図も帝国

にはありますし、それが歴史学習との関連性と

いうことも意識されていると、そういう点でも

いいんじゃないかと思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 先ほど、地図としての見やすさを申し上げた

んですが、資料集としての部分でいいますと、

東書にも詳しいところがあって、産業や気候に

ついては、結構、東書が詳しく書かれていると

感じますし、また世界遺産も東書が特集ページ

を設けていたので、その点はとても良いなと思

うんですけど、それとともに、帝国でやはり良

いなと思ったのは、統計のページのところで農

産物の生産割合などをグラフで示していて、資

料集としての使いやすさも感じられましたので、
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地図の見やすさと資料としての見やすさは、と

ても帝国が良いなというふうには感じています。 

委員長（山崎 貢） 

 先ほど、社会科でもちょっと話が出たんです

けども、選定委員長、領土の扱いという点では、

両社はどのように扱われていますか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 領土につきましては、両社とも境界線がきち

んと示されております。帝国では、日本列島の

折り込み地図上に尖閣諸島や竹島、北方領土の

写真も同時に掲載をされておりました。 

委員長（山崎 貢） 

 同じ質問なんですけど、我がまち大阪狭山市、

あるいはまちの誇りである狭山池についてはど

のような記載になっていますか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 大阪狭山市、狭山池についての記載でござい

ますけども、帝国には表記されておりますけど

も、東書のほうには記載はございませんでした。 

委員長（山崎 貢） 

 狭山池について記載がないということですか、

東書は。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 そうです。 

教育長（小林光明） 

 本市の子どもたち、児童にとって、郷土の記

載があるということはやはり望ましいというふ

うに思います。帝国は総じて基礎・基本を大切

にしながら、総合的に地図帳として活用しやす

いつくりになっているというふうに思いました。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 ご意見を伺っておりますと、帝国を推す委員

がほとんどのようですので、地図は帝国を採択

することに決定したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、地図は帝国を採択すること

に決定いたします。 

 続いて、算数の採択に移ります。 

 選定委員長、よろしくお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 それでは、算数について報告をいたします。 

 学習指導要領では、算数的活動を通して数量

や図形についての基礎的・基本的な知識及び技

能を身につけ、日常の事象について見通しを持

ち、筋道を立てて考え、表現する能力を育てる

とともに、算数的活動の楽しさや数理的な処理

の良さに気づき、進んで生活や学習に活用しよ

うとする態度を育てることが目標とされており

ます。 

 このようなことを踏まえて、各社とも、基礎

的・基本的な知識や技能を理解し、定着できる

ようにするとともに、数学的な考え方が育つよ

うに配慮されておりました。 

 選定項目に沿いまして各社の特徴を申し上げ

ますと、東書では、巻末の「ふり返りコーナ

ー」というところで既習の基本的内容がわかり

やすくまとめられておりました。 

 大日では、高学年で統一して「数直線の書き

かた」が大変わかりやすく示されている点が挙

げられます。 

 学図では、論理的思考や表現のための「こと

ば」のコラムを設け、説明で使う話型や算数用

語を紹介している点などがあります。 

 教出では、「学びのてびき」で基本の技能を

写真で丁寧に説明している点が挙げられます。 

 また、啓林館では、説明の仕方を示し、表現

力を高めるための手立てがなされている点など

が挙げられると思います。 

 また、日文では、ＡＢ版で紙面の側注に練習

問題や学習のヒントを示している点などが挙げ

られるんではないかというふうに思います。 

 このような特徴がございました。 
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 ほかの特徴につきましても資料にございます

ので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、算数の教科書について各委員から

意見を求めます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 各社の特徴を見てみましたけれども、東書か

学図がいいと私は感じました。東書は特に考え

させながら気づかせる、学図のほうは例を示し

ながら気づかせていくという、そういう違いを

感じ取りました。 

 どちらもノートづくりに力を入れております

けれども、東書の「マイノートをつくろう」と

いうのは非常にいいと思いました。どういう点

がいいかといいますと、間違えたところを消さ

ずに訂正するということと自分の考えを書くと

いった、つまり考える力をつけて、そして確か

な学力形成につながっていくものだというふう

に思いましたので、東書のこの「マイノートを

つくろう」というのは非常にいいアイデアであ

るというふうに思いますし、恐らくＢ問題の解

決にも非常に有効な学習のさせ方であるという

ふうに思います。 

 それから、もう一点なんですけれども、内容

の構成におきましても、４年生で比較いたしま

すと、学図は大きい数というのがありまして、

その後に折れ線グラフとか角とか割り算の仕方

というふうになっています。ただ、この大きい

数を学習した後の単元では、大きい数を活用す

る場面が出てこないんですね。そういう点では、

東書は大きい数というのは後のほうで取り扱う

ようにされておりまして、東書の構成のほうが、

教科書の構造といいますと、構造的にはこちら

のほうがいいのではないかというふうに感じま

した。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も、東書か学図、どちらかなというふうに

悩んだんですけども、東書の５年生は分冊され

ているということで、重くなくていいのではな

いかというふうには考えました。それから、学

図のほうは巻末の付録が充実しているというこ

とで、いずれもいろんな工夫はされておりまし

て優劣つけがたいんですが、東書のほうには、

今、瀬川委員からもお話がありましたけども、

マイノートというところがありまして、そこは

非常によく考えられていると、使いやすいとい

うふうに考えましたので、私は東書を推したい

というふうに考えました。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も、学図か東書かというのでは２人の委員

と同じなんですけれども、東書でいいなと思っ

たのは、１年生の何番目という単元のところで、

１年生の子どもたちがつまずきやすい前から３

人というのと前から３人目という、何番目とい

うことの記述がちょっと詳しくて、つまずきや

すいところに多くのページを使っている点が親

切だというふうに思っています。 

 そして、逆に学図が良いんじゃないかと思っ

たのは、量の概念の形成についてです。学図の

ほうは、大きさ比べということで、長さを比べ

る、広さを比べる、かさを比べるという形でま

とめていて、東書のほうは、それぞれどちらが

長い、どちらが多いと別々のところで取り扱っ

ていて、量の概念の形成という点では、学図が

まとめられているのが少し子どもたちが比べる

ということを意識しやすい、同じ比べるでも長

さを比べたり、広さを比べたり、かさを比べた

りということが１つのところにまとまっていて

見やすいと思いましたので、もちろん東書にも

いいところがあるのですが、どちらかといえば

学図がいいかなというふうに感じています。 

委員長（山崎 貢） 

 私は、どちらかというたら東書を推したいん
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ですけども、１つは、この目次とか「学習しよ

う！」といういわゆる学習課程について書いて

あるところに「指導者・保護者の方々へ」とい

う欄がございます。この教科書の使い方とか、

あるいは特色とか、子どもの負担なんかに配慮

すべきこととか、こういったものを保護者や指

導者向けに書かれてるというのはなかなかいい

なと思いました。 

 また、本の形として、各単元が偶数ページか

ら全部成っておりまして、どの学年も、偶数ペ

ージのところで算数といわゆる生活とのつなが

りというか、身近な数とのつながりなんかがう

まく導入の段階で入ってるという、見開きペー

ジでスタートできるという点でも、なかなか教

科書としては体裁としても優れているんじゃな

いかと。 

 それから、先ほど、瀬川委員も阪本委員も言

われたように、マイノート、ノートづくりが算

数として非常にいいなと思いました。やっぱり

単なる計算だけじゃなしに、自分の考えを書い

たり友達の考えを書いたり、そういう欄を設け

るということは、やはり表現力とか思考力の育

成につながっていくんではないかなと思いまし

た。 

教育長（小林光明） 

 私も、今、委員長がおっしゃいました、それ

から瀬川委員もおっしゃったように、ノートづ

くりについては評価したいと思います。算数に

おけるノートづくりというのは、私、個人的な

ことを申し上げてなんですけども、算数のノー

トづくりを教えてもらってから算数に興味を持

ったということで、上手につくってるなという

ことで、これは東書の分で評価したいと思いま

す。 

 それから、一貫して、私、申し上げてるんで

すけど、東書は色使いが目に優しかったり、レ

イアウトがとても考えられているというふうに

思います。目当ても、例えば小学校２年の上な

んかで、単元の頭の下に赤い旗を立てて目当て

がはっきりわかるように書いてるというふうな

こととか、まとめを大切にした本市の目指す授

業にふさわしい教科書ではないかというふうに

思いました。 

 それから、足し算の筆算で、小学校２年生で

すので、お菓子なんかを購入する前提で足し算

の筆算を勉強する、学習するというふうにやっ

ているのが実生活に直結していて、関心を持っ

て勉強するんじゃないかなというふうに思いま

した。 

 学図も、学びの準備など反復学習を効果的に

取り入れてるというところは評価できるという

ふうに思います。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 東書または学図を推すご意見のようでしたの

で、どちらかで決定したいと思います。ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、挙手をお願いします。 

 東書がふさわしいとお考えの委員は挙手願い

ます。 

（挙手 ４名） 

 ４名ですね。 

 学図がふさわしいとお考えの委員の挙手。 

（挙手 １名） 

 １名ということで、東書を推薦する委員が多

いですので、算数の教科書は東書を採択するこ

とに決定いたします。 

 ちょっと教科書を入れ替えますので時間をと

ります。 

 それでは、理科の教科書の採択に移ります。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 では、理科について報告をいたします。 
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 学習指導要領の「自然に親しみ、見通しをも

って観察、実験などを行い、問題解決の能力と

自然を愛する心情を育てるとともに、自然の事

物・現象についての実感を伴った理解を図り、

科学的な見方や考え方を養う」という「目標」

及び「内容等の取り扱い」に示された事項は、

各社とも、過不足なく取り上げられておりまし

た。 

 各社、理科の授業の流れがわかりやすく記さ

れており、児童の自然に対する興味・関心や問

題解決の意欲を喚起できるように、美しい写真

やイラストが有効に使われておりました。 

 また、言語活動にも配慮し、「考える」「発

表する」活動にポイントを置いた箇所が多く見

られました。 

 また、ユニバーサルデザインが採用されてい

て視覚的な配慮が見られ、巻末に補充問題や資

料などをつけるなど、理科に対する学習意欲等

の低下という課題を克服するための創意工夫も

随所に見られておりました。 

 各社の特徴は、お手元の資料にありますが、

例えば東書では、観察の手順と写真を連動させ

る工夫をしている、また学習の流れをわかりや

すくまとめている点などが挙げられます。 

 大日本では、顕微鏡など複数回使用する器具

については、折込を活用している点が挙げられ

ます。 

 学図では、ＩＣＴ機器を活用した調べ学習の

方法を提示している点などでございます。 

 教出では、小学校と中学校の学習のつながり

がわかりやすい点などが挙げられます。 

 また、啓林館では、別冊「理科プラス」をつ

け、基本的な問題や学習後に取り組む補充・発

展的な問題まで幅広く掲載していると、こうい

った点などの特徴が見られました。 

 他の特徴につきましても資料ございますので、

ご覧をいただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、理科の教科書について各委員から

の意見を求めます。 

教育委員（長瀬美子） 

 理科は３年生から始まるので、３年生の教科

書に注目をして見せてもらいました。３年生で

初めて理科を学ぶときに、理科の学び方という

ことでは、調べるとか、調べたことをまとめる

というところが大切にされてるかなというとこ

ろに注目したんですけれども、そういう意味で

は、学図がとても、巻頭のところで「見つけよ

う」、「調べよう」、「まとめよう」の流れが

科学の芽を育てるということで大事にされてい

ましたし、巻末のところで良いなと思いました

のは、道具の使い方、観察の仕方、記録の仕方

などをもう一度巻末にまとめていて、そのまと

め方も良いと思いました。 

 もう一つ、東書のほうですが、東書のほうも

教科書の最初のところにちょっと注目したんで

すけれども、「春の自然に飛び出そう」から始

まっていて、ちょっとここに学習の進め方がな

かったのが残念でしたが、まとめを単元ごとに

示していて、そのまとめ方自体はとてもわかり

やすいまとめになっていると考えました。 

 東書はコンパクトにつくられていて、この内

容のところがよくまとまっている分、そのまと

めのところだけ覚えればいいというふうな使い

方にならないように気をつける必要があるかな

ということも、コンパクトによくまとめられて

いる分、少し不安を感じたところはあります。 

教育長（小林光明） 

 私は、東書、例えば理科の５年生なんかで、

種子が発芽する条件というところで、教科書の

横のところに「問題」、「予想しよう」、「計

画しよう」、それから「実験」があって、「結

果」、｢考えよう」、で、最後にまとめという
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ふうに、こういうふうな流れが実にわかりやす

く、ラインや矢印を巧みに使って誘導していく

という、このやり方はなかなかおもしろいなと

いうふうに思いました。ただ、電磁石をつくる

とか、ものづくりの部分に関する内容が少し少

ないんじゃないかなというふうに感じます。 

 啓林館の教科書ですけども、これは例えば小

学校５年生、「理科につながる算数のまど」と

して算数との関連が取り上げられています。他

の教科書でも扱っているものもあったんですけ

ども、わかりやすかったのは啓林館ではないか

というふうに思います。啓林館は、「つくって

みよう」など、ものづくりについても内容が充

実しているように思います。 

 この２社を候補として考えてみましたけども、

これらの理由と、それから、あとは啓林館の後

ろについてる地域資料集などの充実ぶり、これ

も評価して、私は、啓林館のほうが良いのでは

ないかというふうに思っています。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 私も、啓林館と東書のいずれかだというふう

に思うんですが、お二人の委員のご意見にもあ

りますように、ちょっと一長一短でかなり決め

あぐねているんですけれども、載せられており

ます写真を比べてみますと、これは個人的感覚

になるかもしれませんけれども、質といいます

か、生き生きとしたリアリティの感じられる写

真が多いのは啓林館だと思いますので、理科と

いう教科の場合は写真の効果性というのが非常

に重要だと思っておりますので、啓林館のほう

が良いかなというふうに判断いたしました。 

委員長（山崎 貢） 

 私も、子どもが興味を持って学習に臨むとい

う点で写真とか図表とかというのは非常に重要

やと思うんですけども、その中で、ちょっと出

てこなかったんですが、教育出版の人体の図で

すか、これは非常にダイナミックで個人的に大

変興味を持ちました。 

 各社とも大変工夫されていて、その中で写真

や資料の充実、子どもたちが興味・関心を持っ

て意欲的に学習に取り組めるように、ものづく

りを多く扱っている啓林館がいいかなと思いま

した。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も、実験の取り扱いとか、それから「まと

めよう」というノート形式になっていると、そ

ういうことによってのまとめ方のわかりやすさ

という点を評価しまして、啓林館の扱い方が良

いのではないかというふうに考えました。 

委員長（山崎 貢） 

 長瀬委員、いかがですか。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も似ているんですけど、先ほど、学図と東

書だけを申し上げたんですが、啓林館はまとめ

方がとてもきれいにまとめられていて見やすい

教科書だというのは感じました。 

 今、阪本委員がおっしゃったとおり、まとめ

のところは、ただ方眼のノート形式にはなって

いないのはちょっと残念で、とても見やすいん

ですけど、線が入っていればもっと良かったん

ですけれども、まとめ方がきれいだったという

ことと、やはり先ほど、写真の話が出てました

けれども、植物や小動物の写真はどの教科書も

きれいだったと思うんですけれども、私は、こ

の６年生の地層とか噴火とか、そういった地学

の分野の写真も大変見やすくて、なかなか実際

に行って見ることのできないものなので、とて

もいいなと思いました。そういう意味では、理

科の教科書を少し資料集や図鑑的な意味も含め

て考えますと、大変良い写真が使われていると

いうふうに思いましたので、量的にも質的にも

すぐれた写真を子どもたちが見て学んでいただ

けるということでいえば、理科の教科書として

は大きな長所かなというふうに思います。 
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 先ほど、ノートのまとめ方もきれいだけど、

実際には方眼紙になってないということなので、

そこはぜひ授業の中で先生のほうで少し意識を

して指導していただくと、もちろん先ほど申し

上げたように学図もいいところはあるんですが、

総合的に見ると啓林館の教科書は大変良い教科

書だと感じています。 

教育委員（阪本 栄） 

 理科が好きな子どもは、教科書を見るだけで

いろんな資料が載ってるというのは非常に興味

を引きますし、おもしろいというふうに感じる

のではないかというふうに思います。手順を細

かく載せるというよりも、図鑑的に見て興味を

持たせるということも大事ではないかというこ

とで、啓林館を推したいというふうに思います。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 啓林館を推す委員がほとんどのようですので、

理科につきましては啓林館としたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、理科の教科書は啓林館を採

択することに決定いたします。 

 続きまして、生活科の教科書の採択に移りま

す。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 では、生活科につきましてご報告をいたしま

す。 

 学習指導要領では、具体的な活動や体験を通

して、自分と身近な人々、社会及び自然とのか

かわりに関心を持ち、自分自身や自分の生活に

ついて考えさせるとともに、その過程において

生活上必要な習慣や技能を身につけさせ、自立

への基礎を養うことが重視されております。 

 こうしたことを踏まえて、各社とも、環境の

変化とともに社会や自然とのかかわりが一層不

足する中、自然との共生、人や社会との関わり

を大切に編集をされておりました。また、子ど

もの気づきを大切にしながら学べるよう工夫さ

れ、幼児教育や３年生以上の理科とのスムーズ

な接続にも配慮をされておりました。 

 各社の特徴は、お手元の資料にありますが、

例えば東書では、植物の成長を扱うページの端

に切り込みを入れ、ページをずらしながら成長

過程を見比べる工夫がある点などが挙げられま

す。 

 大日本では、透明シートや野原ビンゴゲーム、

夜の探検ライトなど、楽しい仕掛けの工夫がご

ざいました。 

 学図では、「学びかたずかん」や「生きもの

ずかん」で活動のヒントがわかりやすく示され

ている点などが挙げられます。 

 教出では、お世話になった人に感謝状を書く

場面を取り上げ、人との関わりを大切にしてい

る点などが挙げられます。 

 また、光村では、「気をつけよう」、「どう

すればいいかな」などが必要なページに示され

ていて、視点や活動のヒントとなる点が挙げら

れます。 

 また、啓林館では、「わくわくずかん」や

「いきいきずかん」で活動のヒントがわかりや

すく示されており、他社にはない別冊「たんけ

んブック」がある点などがあります。 

 日文では、目次などに点字を使い、障がい者

への関心を深める工夫をしているというふうな

点が挙げられます。 

 他の特徴につきましても資料がございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、生活科の教科書について各委員か

らの意見を求めます。 

教育委員（長瀬美子） 
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 まず、教科書そのものの見やすさという点で

は、日文と啓林館と東書がとても見やすい教科

書になっていたと思います。他の教科書と比べ

ると、ちょっと下地の写真と字が見にくかった

りとか、色数が多過ぎてちょっと子どもたちが

集中しづらいようなものもあったので、日文、

啓林館、東書は見やすい教科書だというふうに

思っています。 

 ちょっと私だけ気づいていないのかもしれま

せんが、質問を１つだけよろしいでしょうか。 

 点字が少し出ているのが日文にあったような

んですけど、これは日文だけだったでしょうか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 点字につきましては、数社の教科書で扱われ

ております。実際にさわって体験できるのは日

文だけで、目次と最後のページで触れることが

できるようになっておりました。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も質問ですが、学習指導要領では、集団や

社会の一員として安全に適切な行動ができるよ

うに求められているというふうに思います。こ

の点につきまして、各社ではどのような取り扱

いをしてるかということをちょっと教えていた

だけましたら。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 安全に関する項目につきましては、各社とも

取り上げておりまして、そんなに差は感じられ

ませんでした。津波の際の避難場所の表示も、

各社、出ておりました。 

委員長（山崎 貢） 

 差はないということですね。 

教育長（小林光明） 

 生活につきましては、３年生以降の社会科、

理科へのつながりということを考えていかなけ

ればならないというふうに思ってるんですけど、

３年生以降の社会や理科、あるいは他教科との

関わりの点で、各教科書に何か差、特徴的なも

のがございましたですか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 特に社会科とのつながりにつきましては、

「まち探検」が出ております。それから、理科

では「植物の観察」というふうな点が出ており

ました。また、図工では「ものづくり」、それ

とか「おもちゃづくり」などが、これは各社と

も盛り込まれておりました。 

委員長（山崎 貢） 

 余り差はないということですね。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 はい、そうでございます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 続いて選定委員長にお尋ねしたいんですけれ

ども、実際の生活科の授業ではどのように教科

書が使われているのかということと、それから

図鑑とかハンドブックを別冊や切り取れるよう

にしている教科書もあるんですけれども、観察

の際には、それはどういうふうに利用されてい

るのでしょうか。 

委員長（山崎 貢） 

 学校現場のほう、選定委員長。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 特に生活科の時間の観察等でございますけど

も、観察の時期に応じまして、単元をその都度、

教科書からピックアップをして、観察記録とな

るプリントを教科書と関連づけて作成して、児

童に記録をとらせながらまとめていくというの

が一般的に生活科の授業でよく行われておりま

す。 

 また、観察を行うときも、デジタルカメラな

どで写してきたものを後で教科書や図鑑などを

使って調べるということが大変多いのが現場の

生活科の授業の現状でございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 先ほど、見やすさという点では、日文と啓林

館と東書が良いんじゃないかと申し上げたんで



－16－ 

すが、中でもぜひ啓林館の良いと感じたところ

を言わせていただいてよろしいでしょうか。 

 ２点あります。 

 １点は、同じ場所を春、夏、秋、冬というふ

うにその都度、取り上げていて、同じ校庭なん

ですけども、校庭も探検してみよう、お気に入

りの場所を教えよう、夏から変わったところを

見つけようなど、同じ場所の季節の変化が取り

入れられていて、先ほど、選定委員長からもあ

りましたけども、観察をしたりするときの手が

かりも見やすいかなと思ったのが１点です。 

 もう一点、良いなと思ったのは、１年生の上

巻の教科書のほうで、「できるようになったこ

ともたくさんあるね」ということで、１年間の

振り返りがあって、学校のこと、家のこと、友

達のことなどをカードにして、できるようにな

ったことがたくさん増えていくということ、ど

んなことができるようになったかが見やすくな

っていて、成長と振り返りが確認しやすい教科

書になっているのも生活科としては良い点じゃ

ないかと思うので、この２点から、啓林館は大

変良いのではないかと感じました。 

教育長（小林光明） 

 先ほども申し上げましたように、生活科は、

３年の社会、理科へのつながりとともに、幼稚

園や保育所からのつながりという観点も必要だ

というふうに思います。その点では、啓林館の

教科書はこうしたコンセプトをうまく踏まえた

つくりになっているというふうに思いますし、

家族に関して割いているページが一番多かった

というふうに思います。家族の中の自分という

ことを意識させるようなつくりになっているの

が良かったなというふうに思いました。 

 それから、「こんなまちになるといいな」と

いうところで、調べたことをもとに自ら考える

ことを促している、こういうふうなところも評

価できるんじゃないかというふうに思います。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も、啓林館は、巻末で人への感謝やマナー、

それから言葉遣い、それから乗り物に乗ったと

きのルールなどがわかりやすく表記されており

ます。このようなことは非常に大事なことです

し、低学年の子どもたちにもわかりやすく表現

されているのではないかというふうに思いまし

た。 

委員長（山崎 貢） 

 私も、写真がいいですね、啓林館。どきっと

いう、何かなと思うような写真が随所に出てき

ているという点で子どもが興味を持ってくれる

んじゃないかな。それから、子どもたちが写真

なりイラストなりを見ながら活動のイメージを

膨らませるような、そういうものが大変多く掲

載されているのが啓林館ではないかな、そのよ

うに思います。 

 ほか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 今、委員長がおっしゃったことにちょっと関

連するんですけれども、子どもたちがこの教科

書を主体的に使って学習するということを考え

たときに、教科書自体に子どもが興味をそそら

れるということがすごく大事だと思うんですね。

その点、啓林館というのは、先ほど、委員長が

おっしゃったように、写真とかイラストを非常

に効果的に使っておりますし、文字の大きさに

も変化を持たせるという、そういう使い方がう

まいなというふうに思います。 

 先ほど委員長がどきっとさせられるところが

あるとおっしゃったんですが、例えば私の場合

は、上のところ、啓林館の上の「きせつのとび

ら」というのがあって、冬というのが92ページ

から93ページにあるんですけども、冬にかわっ

たときに真っ白なところに足跡がちょっと残っ

てる、人間と動物の足跡が残ってる。これを見

ると、今までの、その前の90ページ、91ページ
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のイラストと全く違う雰囲気がぱっと出てくる

んですね、白と黒と。そこにまた文字のサイズ、

季節の文字をあらわす冬という文字がまた大き

くなって、それがまた目立つように紫で使われ

てる。後の文字の形もポイントも非常に変化を

持たせるような工夫をして、どきっとして注目

させる、何かあるんかなという興味を持たせる

という、そういう配慮が啓林館のほうはこの教

科書の随所に見られるのではないかというふう

に思いますので、啓林館が良いのではないかと

いうふうに思いました。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 啓林館を推す意見が多数を占めています。ほ

かに意見がないようでしたら、生活の教科書は

啓林館を採択することに決定しますが、よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、生活の教科書は啓林館を採

択することに決定いたします。 

 続きまして、音楽の採択に入ります。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 それでは、音楽について報告をさせていただ

きます。 

 両社とも、学習指導要領に示された音楽科の

目標であります「表現及び鑑賞の活動を通して、

音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育て

るとともに、音楽活動の基礎的な能力を培い、

豊かな情操を養う」や、低・中・高の各学年の

内容を踏まえ、目標が達成できるように教材を

充実させております。 

 また、発達段階に応じた知識や技能の習得の

ための配列や、活用または探究などへの対応の

ため、内容の充実が見られました。 

 また、児童が意欲的に学習に取り組むための

編成上の配慮や工夫、思考力、判断力、表現力

の育成や言語活動への取り組みができるような

扱いとなっています。 

 各社の特徴は、例えば教出では、「音楽のお

くりもの」という標題を含め、音楽を絡めて子

どもたちにメッセージを伝えようとしている点

や、アジア、アフリカをはじめ世界各地の歌や

楽器を多く紹介している点などが挙げられます。 

 また、教芸では、写真に歌詞の文字が重なる

場合に見えやすいような工夫をしている点や、

民謡や日本の楽器などを重点的に紹介している

点などの特徴が見られておりました。 

 他の観点の特徴につきましても資料にござい

ます。ご覧いただきたいと思います。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、音楽の教科書について各委員から

意見を求めます。 

教育委員（阪本 栄） 

 教出の教科書は、共通教材には大きな写真を

用いたりとか、透明シートを使ったページをつ

くるとか、各学年共通の曲を扱うなど、児童の

意欲・関心を高めるような工夫が多く見られる

というふうに思いました。 

 一方の教芸ですが、教芸の教科書は、基礎基

本的な事項が非常に丁寧に扱われていて誰にも

使いやすいというふうに感じました。歌詞の文

字を見やすくしたりとか配色に配慮したり、ユ

ニバーサルデザインを意識した構成になってい

るというふうに見えました。 

教育長（小林光明） 

 子どもの興味・関心を高めるために見開きの

工夫など教科書の本としての構成に力点を置い

て、特徴が多く見受けられるというのが教出で

はないかというふうに思いました。音楽の教科

として、先ほどもご意見が出てましたけども基

本的な内容に重点を置いているのは教芸かなと

いうふうに思います。 
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教育委員（阪本 栄） 

 先ほど申し上げましたように、両社を比較し

てみたのですが、教芸の方が楽譜が見やすいと

いう印象を受けました。歌詞と楽譜がすっきり

としておりますし、見開きや１ページにおさま

っているというふうな扱いをしておりますし、

背景も白を中心として目に入りやすい。このよ

うなことは大切ではないかというふうに考えま

す。 

委員長（山崎 貢） 

 私は、もう本当に両方とも甲乙つけがたいん

ですけれども、非常に教出のほうはいろんな工

夫をして特徴もあるんですけれども、工夫し過

ぎるといいますか、色使いがいろいろ多くなっ

ていて、教芸に比べてやや見づらいような印象

を私は持ちました。内容につきましては、もう

どちらも非常にすぐれた教科書ではないかと思

います。 

教育委員（長瀬美子） 

 すみません。専門ではないのでわかっていな

いのですが、教芸のところの標記に「日本の音

楽」というような標記がありまして、そこしか

日本の音楽を扱っていないかというとそうでも

なくて、雅楽だとか伝承音楽を指して日本の音

楽というふうに呼んでいるようなので、ほかの

日本の曲もたくさん扱っているので、ちょっと

日本の音楽と世界の音楽という区分はどうかな

と気になったところはあるので、ぜひ、もし教

芸の教科書を使うということになったら、日本

の音楽ということを、雅楽とか伝承音楽だけで

はなくて、幅広く捉えていただくちょっと注意

が要るかなと思ったところはあります。 

 教出のほうを見ると、教出はかなり外国の音

楽がたくさんあって、そういう意味では、先ほ

どの教芸は日本の作曲家の音楽をたくさん取り

入れているので、教出のほうは外国曲との比較

で日本の音楽というふうに分けているのかなと

いうふうには理解したんですけど、ちょっとそ

の扱いは気をつける必要があるかなと思いまし

た。どちらの教科書を使う分にも、そんなとこ

ろは感じました。 

委員長（山崎 貢） 

 今、長瀬委員が言われた日本の音楽、あるい

は世界の音楽ということに関しまして、教出の

目次には「日本の音楽・世界の音楽」、教芸の

目次には「日本と世界の音楽に親しもう」とい

うようにありましたけれども、学習指導要領の

扱いはどのようになっているんでしょうか。選

定委員長、わかりましたらお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 学習指導要領上ではこういうふうになってま

す。「我が国や郷土の伝統音楽に対する理解を

基盤として、我が国の音楽文化に愛着をもつと

ともに他国の音楽文化を尊重する態度等を養

う」というふうに表記されております。目次に

つきましては、子どもにわかるような記載にな

っているんではないかなというふうに思ってお

ります。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 続いてもう一つ、選定委員長にお尋ねします。 

 学習指導要領では斉唱と輪唱を扱うことにな

っていますけれども、輪唱のための曲というの

はセッティングされているんでしょうか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 共通教材は１年生の「うみ」、それから「か

たつむり」、「ひのまる」などが決まっていま

すが、輪唱で扱う曲は固定はされておりません。

共通教材を含めて斉唱及び輪唱で歌うというこ

とで、どの曲を使っても輪唱を体験できればい

いということになっております。斉唱も、教科

書以外の曲をたくさん先生が選んで紹介してい

るというのが現状でございます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 学習指導要領の内容項目に関していいますと、
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低学年の「身の回りの音の面白さに気付いて音

遊びをする」ということがあるんですけれども、

この点に関しましては、教出の教科書のほうが

明確に示されているような印象を受けました。 

 例えば、これは１年生なんですけれども、70

ページのところに「がっきをつくってみよう」

というのがありまして、例えば空き缶とかペッ

トボトル、小豆とか、そういうものを使って音

を出すというふうな考慮がされてるんですね。

そういう点がちょっとほかにはなかったという

ことですね。 

 それから、もう一つ、「君が代」の扱いなん

ですけれども、教出のほうは歌詞の意味とかさ

ざれ石の写真を掲載しておりまして、歌の意味

を理解させる配慮がされているのはとてもいい

のではないかというふうに思いました。その点、

教芸のほうは、歌詞のみが掲載されています。

これは先生がどういうふうに説明されるのか、

取り扱いのことが少し気にはなります。 

 さらに、教出のほうは、全学年で合唱できる

ように各学年共通の曲が載せられております。

あわせて手話が扱われているというのも、とて

もいいのではないかというふうに思いました。 

 ただ、教芸のほうのいい点は、例えば音楽と

遊びを一緒に扱ってるというのがあるんですね。

１年生の教科書のところに、52ページと53ペー

ジなんですが、「さんちゃんが」と書いて、

「三」という字を書くときにそのさんちゃんの

歌を歌いながら、一緒にみんなで童歌を歌いな

がら行動して歌を楽しむ、それから、例えば

「おおなみこなみ」と、これは縄跳びをしなが

ら一緒に音楽を楽しむ、そういうふうに扱って

る点というのはすごく、音楽は音楽だけじゃな

くて日常の行動と一緒にあるんだよということ

を認識させるためにもとても良いと思いますの

で、先生方にはこの点をぜひ参考にしていただ

きたいと思っております。 

 それから、音楽の基礎・基本の学習とか、楽

器の演奏に重要である指とか手の位置、それか

ら使い方に関しては、両社とも甲乙がつけがた

いのではないかと思いますので、今述べました

点から、教育出版を私は採択したいというふう

に思います。 

委員長（山崎 貢） 

 「君が代」の説明につきましては、確かに教

育出版のほうが丁寧に説明はされていますが、

教芸のほうが５・６年生で字は小さいですけど

も説明があるという。１・２じゃありませんね。

ちょっと説明があるということで、丁寧に説明

してるのは教出のほうであるということですね。 

 ほか、ありませんか。 

教育長（小林光明） 

 教出のほうは、折込などが効果的に組み込ま

れていました。これ、５年生の例なんですが、

19ページから21ページで、外側の折り込みのほ

うには音楽ホールの絵、中を開けるとオーケス

トラや楽団が演奏してるような、そういうふう

な絵があったと思います。それから、言葉の説

明、作詩の意味がわかりにくい古い言葉なんか

は、よくわかるように書いておられたというふ

うに思います。 

 一方、教芸のほうは、やはり色使いが配慮さ

れていて、相対的に目にもやさしくわかりやす

いんじゃないかというふうに思いました。それ

から、新しく学ぶ知識をピックアップして、強

調していて、それが後段の基礎的な取りまとめ

をしているところとリンクして紹介されている

というところ、それから楽器演奏では、パート

がわかりやすいように楽譜のところに、楽器の

マークを譜面の上にわかりやすく描いてるんで

すね。これは同じように教出もあるんですけど

も、絵としてわかりよいのは教芸のほうかなと

いうふうに思いました。 

 全体的に全ての子どもに音楽に親しんでもら
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いたいというふうな思いが伝わってくるのは教

芸のほうで、オーソドックスな教科書になって

いて正統派というふうな印象を私は受けました。

じっくりと使い込む教科書としては、教芸のほ

うがいいのかなというふうに考えます。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、ございませんか。 

 ご意見を伺っておりますと、教出を推す委員

と教芸を推す委員で分かれているようですので、

採決を行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、音楽の教科書につきまして、教出

を推薦する委員の挙手を求めます。 

（挙手 １名） 

 瀬川委員１名。 

 続いて、教芸を推薦する委員の挙手を求めま

す。 

（挙手 ４名） 

 残り４名ということで、教芸を推薦する委員

が多いですので、音楽の教科書は教芸を採択す

ることと決定いたします。 

 続きまして、図工の教科書の採択に移ります。 

 選定委員長、お願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 続きまして、図画工作について報告をさせて

いただきます。 

 学習指導要領では、教科目標の中で「感性を

働かせ」の文言を加え、児童の感覚や感じ方な

どを一層重視することを明確に示すとともに、

言語活動を重視する観点から、鑑賞活動におけ

る言葉の活用の充実が図られております。また、

「表現」「鑑賞」領域のほか、新たに「共通事

項」が設置され、小・中学校間での滑らかな接

続が図られております。 

 図画工作科におきましては、表現及び鑑賞の

活動を通して、感性を働かせながらつくりだす

喜びを味わうようにするとともに、造形的な創

造活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養

う必要があります。 

 このようなことを踏まえ、両社とも、児童が

主体的に造形活動に取り組める構成をとりなが

ら、発想や構想、表現技能など、造形の基礎的

な資質や能力が伸長されるよう、適切に工夫を

しております。 

 各社の特徴といたしましては、開隆堂では、

造形活動を終えた後の振り返りを進める中で言

語活動が促されるよう、「ふりかえって、はな

しあおう」というコーナーを設けている点が特

徴でございます。 

 また一方、日文では、全ての教科書で巻末６

ページを「材料と用具」に充て、創造活動の基

礎的技能と材料・用具の扱い方を丁寧に示し、

児童が繰り返し確かめられるよう工夫している

点などの特徴が見られました。 

 他の特徴につきましても資料にございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、図工の教科書について各委員から

意見を求めます。 

教育委員（阪本 栄） 

 質問なんですが、教科書のサイズを見ますと、

開隆堂が日文よりも縦が長くて大きいですが、

内容的にはほとんど変わらないんではないかな

というふうにも見えました。題材の掲載数とい

うことで見ればどうなっているのか、ちょっと

教えていただけましたら。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 日文は、開隆堂に比べましてページ数が多く

なっております。全体の掲載数につきましては、

ほとんど差はございません。あえて言うならば、

開隆堂は低・中学年まで絵と工作の掲載数が多

いのに対しまして、日文では、造形遊びの題材
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を多く掲載してるという特徴がございます。 

委員長（山崎 貢） 

 ご意見、お願いします。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 幼稚園とのつながりとか発達段階を考えます

と、今、選定委員長がおっしゃったように、日

文のほうが、イメージに沿ってくる喜びが味わ

える造形遊びという点では非常によろしいかと

いうふうに思いますし、造形活動に対する意欲

につながるような題材のバリエーションも多い

ので、私は、日文がいいのではないかというふ

うに思います。 

教育長（小林光明） 

 日文は、「中学校へ向かって」という上の学

校へのつながりのページもあって、保育所と幼

稚園から小学校、中学校へのつながり、これを

重視している点がいいなというふうに思いまし

た。 

 掲載されている写真なんですけども、日文は

角を隅切りして丸くしてて、印象がすごくやさ

しくてわかりやすいというふうに思いました。

もちろん作品の部分の隅切りはしてないですけ

ど、普通の写真の部分は隅切りをしててわかり

やすいなというふうに思いました。 

 質問なんですけど、日文は造形遊びを重視し

ているとふういうなことでしたけど、学校現場

としてこの点はどのようにお考えですか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 現場のほうでは、幼稚園とのつながりを大事

にして造形遊びを進めている現状がございます。

ただ、学校現場では、準備物や仕上げるまでの

時間とか活動スペース、そういったいろんな課

題から、余り活発な現状ではないというのが今

のところでございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 いろいろ理由はあるかと思いますけれども、

やはり図画工作の時間は、準備から指導に入っ

て、造形活動を最後まで一人一人がやり切って、

そしてできればお友達のつくったものを見て鑑

賞するというところまでトータルで指導してい

ただけると大変良いと思います。お時間がかか

ると思いますし、物理的な活動スペースにも狭

いなどの課題はあると思うんですけれども、先

ほどおっしゃったとおり、幼稚園、保育所から

の接続ということや、また大阪狭山の子どもた

ちの表現活動ということで、ぜひ造形遊びを充

実させてほしいなと思っています。 

 そういう点から見ますと、日文の教科書とい

うのが活用しやすいかなと感じました。巻末に

ある材料と用具の説明であるとか、その素材の

違いなども後ろを見ますと詳しくまとめられて

いますし、授業で使う主な用具のマークなども

入っていて、準備は大変だと思いますけれども、

これに沿って行っていただいたら楽しく活動で

きるかなと思いますので、ぜひ造形活動を活発

にするということをまたお願いしたいというふ

うに思っています。 

委員長（山崎 貢） 

 日文は、題材や作品が見やすいですね。種類

も多いです。子どもたちの感性が触発されやす

いように思います。私も日文がいいなと思いま

す。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も同じ意見なんですけども、日文のほうに

は、「学習の目当て」とか、それから「造形活

動のすすめ方」、そして「材料・用具の扱い

方」、こういったものが非常にわかりやすく示

されているというふうに思いました。主体的に、

意欲的に学習を進めることができる教科書とい

うふうに考えますと、私も日文を推したいとい

うふうに考えます。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいですか。 

 ご意見を伺っておりますと、日文を推す意見
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がほとんどのようですので、図画工作につきま

しては日文としたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、図画工作の教科書は日文を

採択することに決定いたします。 

 続きまして、家庭科の教科書の採択に移りま

す。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 それでは、家庭科について報告をいたします。 

 学習指導要領では、実践的、体験的な学習活

動を通して、家族と家庭の役割、生活に必要な

衣食住、情報、産業等についての基礎的な理解

と技能を養うとともに、それらを活用して課題

を解決するために、工夫し、創造できる能力と

実践的な態度の育成が重視されております。 

 知識と技術などを活用して、学習や実際の生

活において課題を発見し、解決できる能力を育

成するために、自ら課題を見出し、解決を図る

問題解決的な学習をより一層充実させる必要が

ございます。 

 このようなことを踏まえて、両社とも、児童

の興味・意欲を高めながら問題解決的な学習が

できるように構成されております。さらに、各

社とも、現行の教科書にはなかった安全・防災

教育についての記載をそれぞれの学習場面と関

連づけて取り上げております。 

 両社の特徴は、お手元にございますけども、

例えば東書では、「目標・内容の取扱い」で裁

縫の基本の玉結びの作業内容を写真で説明をし、

困難な場合、リンクのページで別の方法が紹介

されている点などが特徴的でございます。 

 開隆堂では、調理手順の写真の表し方が子ど

もの目線であること、エプロンのつくり方で困

難なところは大きく示されている等、「組織・

配列」で多くの配慮が見られる点が特徴として

挙げられております。 

 他の特徴につきましても資料がございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、家庭科の教科書について各委員か

らの意見を求めます。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 開隆堂は、子どもたちが、私もそうなんです

けども、玉結びというのは結構小さいとき苦労

して、今でも時々苦労することがあるんですが、

この指導で、指の間の糸のねじれ具合いがよく

わかるように、透き通って見えるように工夫し

ている点が良いのではないかというふうに思い

ます。 

 また、調理の仕方についても、児童の目線と

同じ角度の写真を使ってわかりやすく説明され

ているのでいいのではないかと思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も、開隆堂もいいと思うんですけど、東書

のユニークだなと思った点を１つだけ挙げさせ

ていただくと、巻末のところで「いつも確かめ

よう」というコーナーがつくられていて、実習

前、どきどきするなと思ったら手を乗せてまね

してみようというふうに、子どもの手の大きさ

で切るであるとか、むくであるとか、縫うであ

るとかが描かれているのがユニークだなと思い

ました。 

 中の絵などをちょっと拝見すると、ジェンダ

ーフリーといいましょうか、女性だけが家事を

する形ではなくて男性も家事を担当してるよう

な様子も挙げられていて、そういう点も家庭科

の教科書としては大事かなという気もしました。 

教育委員（阪本 栄） 

 東書も開隆堂も、両社ともに安全に調理や製

作を進めるというふうなことを考えまして、安

全マークで注意点が示されております。そうい
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うところで事故防止に留意するということが配

慮されてるかなというふうに思います。 

 それからまた、どちらも消費者教育について

も重視されておりまして、物や金銭の大切さ、

それから計画的な使い方が理解できるように工

夫されているというふうに思います。 

 どちらもいろんな工夫がなされておるんです

が、どちらかといえば、私は、開隆堂のほうが

わかりやすいのではないかというふうに考えま

す。 

委員長（山崎 貢） 

 この２社、両方とも非常に優れた教科書だと

思うんですけども、選定委員長、食物アレルギ

ーが今大きな課題になってますし、大阪狭山の

給食センターなんか非常によく取り組んでいた

だいて、新聞やテレビなんかにも、随分、この

間、よく報じられているんですけれども、これ

に関しての記述はどうなっていますか。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 開隆堂が卵料理の実習の単元の中で、食物ア

レルギーを持つ児童への配慮についての項で取

り上げております。 

教育長（小林光明） 

 食物アレルギーだけではなくて、食事の役割

や栄養を考えた食事など、食育に関する内容に

ついても開隆堂が詳しく取り上げているように

思います。食事の役割を知って日常の食事の大

切さに気づかせることというのは、子どもの生

活習慣病が問題になっている現在、とても重要

だというふうに思います。 

 また、開隆堂は、子どもたち自らの成長過程

と家族との関係を重視していまして、感謝する

こととか責任をとるというふうなことを意識さ

せる工夫がされているように思いました。 

 「チャレンジコーナー」で関心・興味を持た

せて子どもの主体的な取り組みを促しているこ

とも評価したいというふうに思います。 

委員長（山崎 貢） 

 開隆堂は、日常の食事や調理の基礎について

非常に詳しく取り扱っていますし、実習の説明

でも、発達段階に応じた工夫がされているよう

に感じます。先ほど質問させていただいたんで

すけども、本市で積極的に取り組んでいる食物

アレルギーについても配慮されていると、こう

いう点でも良いですね。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 今、教育長と委員長がおっしゃったのと同感

なんですが、近年は特に子どもの体力低下とい

うふうなことも言われておりますし、その点か

ら考えましても、児童自身が自分の健康と食に

ついて見直すという、そういう食育ということ

は非常に重要ですので、その点においては、開

隆堂出版のほうがより良いのではないかという

ふうに思います。 

委員長（山崎 貢） 

 長瀬委員、いかがですか。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も今の瀬川委員と近いところがあるんです

けども、教育長もおっしゃったんですが、「チ

ャレンジコーナー」と「調べてみよう」のコー

ナーがあって、学んだことを生かしてやってみ

たいことやもっと調べたいことに挑戦しましょ

うというところがあって、やはり家庭科という

教科が実際の生活や家庭に戻っていく、あるい

はそのことが興味になって広がっていくという

のを大事にしてるのは開隆堂かなというふうに、

今、ほかの委員の意見を聞いて思いましたので、

私も開隆堂の教科書が良いと思います。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいですか。 

 開隆堂を推す意見がほとんどのようですので、

家庭科につきましては開隆堂としたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認め、家庭科の教科書は開隆堂を

採択することに決定いたします。 

 最後になりますが、保健の教科書についての

採択に移ります。 

 選定委員長、説明をお願いします。 

選定委員会委員長（車谷哲明） 

 それでは、保健について報告をいたします。 

 学習指導要領では、保健領域における改善の

具体的事項として、「身近な生活における健

康・安全に関する基礎的な内容を重視するとい

う観点から、指導内容を改善する」ことや、

「健康な生活を送る資質や能力の基礎を培う観

点から、中学校の内容につながる系統性のある

指導ができるよう健康に関する内容を明確にし、

指導の在り方を改善する」ことが示されており

ます。 

 このような観点を踏まえて、各社とも、子ど

もたちの発達の段階に配慮した指導内容の工夫

や体系化が図られておりました。 

 各社の特徴は、例えば東書では、単元の口絵

を工夫したり、実物大の大きさの写真資料を提

示するなど、児童が意欲的に学習に取り組める

ように工夫している点などです。 

 大日本では、児童が意欲的、主体的に学習に

取り組めるよう、シールを活用した誌面づくり

を工夫している点などが挙げられます。 

 また、文教社では、エイズに対する児童の正

しい理解を促し、予防を啓発するために資料や

説明を充実させている点などがございます。 

 また、光文では、安全な行動の仕方や津波か

らの身の守り方を掲載するなど、発展資料とし

て防災教育の内容を充実させている点などであ

ります。 

 学研では、写真やイラストを数多く掲載した

り、色彩豊かで文字が濃く鮮明なユニバーサル

フォントを採用したりして、児童にとって見や

すい誌面づくりに配慮している点などの特徴が

見られました。 

 他の特徴につきましても資料にございますの

で、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 それでは、保健の教科書について各委員から

の意見を求めます。 

教育委員（阪本 栄） 

 情報量ということを、私、ちょっと考えたん

ですけども、情報量が多いほうがいいのではな

いかということです。 

 教科書のまずサイズを比べますと、学研と文

教社が大きいと。サイズが大きいほうが、情報

量で見ても、誌面のレイアウトがゆったりとと

れるというふうなメリットがあろうかというふ

うに思います。一方、東書は、サイズは小さい

んですけども、その分、ページ数をふやして情

報量を補っているというふうに見受けられまし

た。あと、大日本とか光文は、サイズが小さい

と、それからページ数は他社と変わらないとい

うふうに見えました。 

 それから、どの会社も心の問題ということを

取り上げておるんですが、学研が非常にわかり

やすい、それから具体的な対処の方法が取り上

げられていると、見やすいというふうに感じま

した。 

 以上のことを総合的に考えますと、私は、学

研がいいのではないかというふうに考えました。 

教育委員（長瀬美子） 

 同じ意見なんですけど、やはり学研がいいと

思いました。 

 身体の変化、「変化してきたわたしの体」と

いうところでも、発達には個人差があるという

ことに対して非常に丁寧な扱いをしていると思

いました。また、「思春期はだれもがなやむも

の」ということで、体の変化に伴って出てくる

悩みについても丁寧に取り上げて、対処法も、
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阪本委員と同じですけども、取り上げていて、

やはりちょうど５年生、６年生という時期は思

春期を迎えようとして、また体も変わるときで、

小さな変化にもデリケートになりやすい時期な

ので、個人差とか悩みを丁寧に扱ってる教科書

がいいのではないかと思いますので、私は、そ

の点では学研が丁寧だと感じます。 

委員長（山崎 貢） 

 学びながら自分のこととつなげていくと、自

分の体の成長とか生活とつなげていくという点

では、私も学研がいいかなと。光文のほうは、

内容を詰め過ぎているように思います。また、

写真よりも絵が多いようです。学研はゆったり

としていますね。サイズが大きいということも

あって、ゆったりと扱ってるという点で、私も

学研がいいなと思います。 

 ほか。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 本市の子どもたちの体力の状況を見ておりま

すと、残念ながら二極化が見られるという課題

があるように思われます。体力が落ちてきます

と心にも影響が出てきますので、いずれの教科

書も適度な運動の必要性について言及している

という点では甲乙ないんですけれども、先ほど、

阪本委員がおっしゃったように、心の健康につ

いてという点から体力と関係して考えますと、

私も、学研のほうが具体的で対処の方法が取り

上げられているという点でいいんじゃないかと

いうふうに思います。 

教育長（小林光明） 

 先ほども触れましたけど、生活習慣病につい

ては、全ての教科書で扱われているように思い

ます。けれども、東書と学研では、発展的な学

習の扱いとしてがんについて詳しい記載があり

ました。中でも学研は、がん検診のことが詳し

く取り扱われています。 

 また、学研には「パソコンやタブレットと健

康」という記載があって、今の子どもにタイム

リーな内容も登載されてます。子どものころか

らの生活習慣と健康について考えさせる例示が

豊富なことと、そしてご承知のとおり、本市は

がん検診の啓発に力を入れているというところ

もあります。今度、文部科学省のほうもがん教

育のほうを取り上げていますので、その意味か

らも学研のほうを推したいというふうに思いま

す。 

委員長（山崎 貢） 

 よろしいでしょうか。 

 学研を推す意見がほとんどですので、保健に

つきましては学研にしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、保健の教科書は学研を採択

することに決定いたします。 

 以上で10種目の全ての教科書の採択が終わり

ました。 

 では、各教科の採択結果について確認をいた

します。 

 採択しました教科書は、国語は東京書籍、書

写は日本文教出版、社会は東京書籍、地図は帝

国書院、算数は東京書籍、理科は新興出版社啓

林館、生活は新興出版社啓林館、音楽は教育芸

術社、図画工作は日本文教出版、家庭は開隆堂

出版、保健は学研教育みらい、以上でございま

す。よろしいでしょうか。 

 続きまして、平成27年度使用の中学校教科用

図書の採択についてですが、中学校につきまし

ては、平成26年度使用の教科書と同じものを採

択することになっております。この件につきま

して、委員の皆様、ご意見ご質問等、ございま

せんね。 

 中学校教科用図書につきましては、平成26年

度と同じものを採択することに異議ございませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、中学校教科用図書につきま

しては、平成26年度と同じものを採択いたしま

す。 

 委員の皆様、長時間にわたり、ご審議、あり

がとうございました。また、車谷選定委員長に

は、この間、大変ご苦労いただきまして本当に

ありがとうございました。調査委員並びに選定

委員の皆様には、この場をお借りして厚くお礼

を申し上げます。事務局のほうからよろしくお

伝えください。 

 これをもちまして、平成26年第７回教育委員

会定例会議を閉会いたします。 

                  以上 
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