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教育長（長谷雄二） 

 それでは、平成27年第７回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 なお、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、山崎教育長職務代

理者、長瀬委員を指名いたします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。 

 なお、主な報告につきまして、７月１日、大

阪狭山市学校保健会総会、７月３日、大阪府都

市教育長協議会７月定例会、７月６日、南河内

地区市町村教育長連絡協議会、同日、南河内地

区人事協議会、７月13日、大阪狭山市いじめ問

題対策委員会、７月22日、狭山池総合学術調査

委員会に出席いたしました。 

 また、６月30日、７月２日、７月10日、７月

15日、７月23日のそれぞれの日において、教育

委員の皆様方と一緒に中学校教科書採択に伴う

勉強会を行いました。 

 以上でございます。 

 委員の皆様、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですが議事に移りたいと思い

ます。 

 本日の議案でございますが、日程第１、議案

第31号、平成28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、大阪狭山市立中学校教科用図書選定委

員会の中川委員長から答申及び経過説明を願う

わけでございますが、私を含めまして委員の皆

様には、あらかじめ答申資料や教科書を十分ご

覧いただきました。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ふさわ

しいのかについて、先生方には既にイメージし

ていただいていることと思います。 

 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、重ねてお願いいたします。 

 それでは、選定委員長からの説明を求めます。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、まず、経過について報告いたしま

す。 

 今回の教科用図書採択につきましては、社会

科につきましては４名、その他の種目につきま

しては３名の調査員が任命され、各調査員会に

おきまして十分な研究協議の上、調査研究資料

を作成し、選定委員会へ提出していただきまし

た。 

 選定委員会は、中学校校長代表、小学校校長

代表、中学校教頭代表及び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20日に採択の方針等を確認し、６月24日及び

７月３日の２回にわたりまして、各教科調査員

会より報告を受けました調査研究資料をもとに

議論いたしました。そして、本市の子どもたち

にとってより望ましい教科書を選んでいただく

ため、資料を提出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。 

 続きまして、答申させていただきます。 

 大阪狭山市教育委員会様。 

 大阪狭山市立中学校教科用図書選定委員会委

員長、中川誠己。 

 平成28年度使用中学校教科用図書の採択につ

いて答申。 

 平成28年度使用中学校教科用図書の採択に関

し、国語、書写、社会地理、社会歴史、社会公

民、地図、数学、理科、音楽、器楽、美術、技

術、家庭、保健体育、英語の15種目について、

別紙資料のとおり答申します。 

教育長（長谷雄二） 

 中川委員長、ありがとうございました。委員
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長のほうには、後ほど、各教科の報告等につい

ては、着席して報告願います。 

 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、ただいまから種目ごとに採択に入

ります。 

 選定委員長より説明をお願いします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、これより、調査員会を経て選定委

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いたします。 

 まず、各種目において検討しました全ての教

科用図書が、本市で使用する教科書として採択

の観点の基準を満たしていることを報告いたし

ます。 

 その上で、各教科用図書につきまして、採択

の観点にのっとり、それぞれの特徴をまとめた

ものを答申資料としましたので、ご参照くださ

い。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、最初に、国語の教科書についての

採択をいたします。 

 委員長、報告、お願いします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、まず国語について報告いたします。 

 現行の学習指導要領では言語活動の充実が特

に重視されていますが、国語科は、その言語活

動の充実の中心となる教科であることを意識し

て、各社とも「話す」「聞く」「書く」「読

む」の４つの能力の重点化と総合化が図られて

います。また、資料が充実し、写真や図表を効

果的に用いることで社会的な視野を広げること

ができるようになっています。さらに、各社と

も、古典や近代文学に親しみやすく、日本語の

良さを教え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、お手元の資

料にありますが─これ以降は発行者を略し

た形で報告いたしますので、よろしくお願いい

たします。例えば東書では、巻頭の折り込みに

国語学習の意義と進め方、１年間の見通しがわ

かりやすく示されている点など、学図では、

「絆」、「生命」など、独自のテーマで単元が

配列されていて、テーマも３年間統一されてい

る点など、三省堂では、領域別教材一覧が表の

形でわかりやすく示されており、つけたい力を

はっきりさせている点など、教出では、教材と

学習内容の重点との関係が初めに表の形で整理

されている点など、光村では、東日本大震災に

かかわる題材を各学年で扱っている点などの特

徴が見られました。 

 他の特徴につきましても、手元の資料にござ

います。ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、ただいまの説明及びいただいた資

料等をご覧いただき、各委員からの意見を求め

ます。 

教育委員（瀬川武美） 

 結論を先に申し上げますと、私は、東書が良

いと思います。 

 主な理由を３つ挙げますが、１つ目の理由は、

各学年とも、各単元で育てようとする国語力の

観点から体系的に構成されている点が挙げられ

ます。このことは、今、選定委員長の説明にあ

りましたように、巻頭の折り込みに明記されて

います。例えば、１年生のところで見ていただ

きますと、15ページ、「これから１年間で学ぶ

こと」というふうなタイトルで、流れ図がそう

いうことを示しております。 

 １年生を例にかいつまんで説明しますと、最

初の単元は「言葉を楽しむ」というテーマで、

言語感覚を育成する内容が配置されておりまし

て、言語教育の導入的役割を果たしています。

２番目以降の単元も、育成したい能力ごとに構
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成されていますので、生徒にとっても、教員に

とっても、学習計画を立てやすくなっています。 

 それから、２つ目の理由ですけれども、自主

学習に役立てやすい点が挙げられます。教科書

の末尾に「基礎編」というものがありまして、

学びの助けとなる知識や文法などがわかりやす

くまとめられていますので、生徒が自主的に予

習や学習がしやすくなっていると思われます。 

 ３つ目の理由としましては、文学教材を扱う

際に、内容の読み取り以外に、小説の工夫の仕

方、例えば１年生でいいますと、171ページに

ありますように、文脈や伏線に注目した小説の

書き方に触れている点が挙げられます。 

 以上です。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も、東書が良いかというふうに思います。 

 人権の取り扱いに関しまして、１年で「碑

（いしぶみ）」という広島の原爆を題材とした

教材が取り上げられています。今年は戦後70年

の節目に当たりますが、日本は世界唯一の被爆

国であり、戦争の記憶を風化させないためにも

良い内容だというふうに思います。また、全般

的にテキストと写真と図のバランスも良いとい

うふうに思いました。 

 三省堂の教科書の巻頭にある「領域別一覧」

というのはわかりやすいというふうに思いまし

た。巻末には補充資料も豊富に掲載されており

まして評価したいのですが、少し字が小さい気

がします。視力が弱い生徒にとって読みやすい

かどうか、気になるところではあります。 

 教出の２年生では、「役割を決めて討論す

る」という話し合い活動の単元があり、コミュ

ニケーションのガイドラインとして評価できる

というふうに思います。 

 光村では、５社中、唯一、東日本大震災の教

材を扱っています。風化が懸念されるので評価

したいというふうに思います。 

 以上のことを総合的に考えまして、私は、東

書が良いのではないかというふうに思います。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 どの教科書も、本当に国語力を育成する上で、

以前の教科書に比べて随分工夫されているなと

思います。大変悩みましたが、その中でも、特

に本市の子どもたちの課題である表現力とか活

用力の育成を伸ばす授業づくり、そういう視点

でつくられた教科書が私はふさわしいと思いま

した。 

 その観点でいくと、やはり東書が非常にバラ

ンスが良くて、表現力、活用力を育成するよう

な教材が豊富にそろっています。また、各学年

の古典学習のところでは、折り込み写真が非常

にわかりやすくて、子どもたちにとっては古典

を身近なものとして勉強できるのではないかと

思います。巻末の資料も非常に充実しておりま

して、読書活動や自学自習に適していると思い

ます。 

 以上です。 

教育委員（長瀬美子） 

 今、ほかの委員さんもおっしゃったとおり、

各社とも、巻末の資料が大変充実していてすば

らしいと思いました。これを使って生徒が自学

していただくと良いなと思います。 

 中でも注目したのは東書で、東書の巻末が非

常に復習しやすい内容になっています。間違え

やすい敬語ですとかわかりづらい文など、ポイ

ントをはっきりさせて復習の充実に生かせると

感じました。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 一応、４人の委員の先生方からご意見をいた

だきましたが、つけ加え等はございませんでし

ょうか。 

 それでは、意見が出終わったようです。ただ

いまのご意見を伺っておりますと、東書を推す
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委員がほとんどのようですので、国語につきま

しては、東書としたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 はい、わかりました。 

 それでは、国語の教科書は、東書を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、書写の教科書の採択に移ります。 

 選定委員長の報告を求めます。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、書写について報告いたします。 

 各社とも、生徒たちが文字を書く力をつけ、

日常生活の中で積極的に活用できるように、写

真やカラー文字、挿絵を適切に取り扱い、関心

を高めるように工夫されています。また、硬筆

と毛筆との関連性について丁寧に取り扱い、自

分で学習できるように筆使いなどがわかりやす

く書かれています。さらには、日本の伝統文化

を重んじた内容が各社に見られます。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば東書では、楷書の基本

点画を見開きページで図示し、擬音語などを用

いてわかりやすく解説している点など、学図で

は、河川の清掃活動、福祉の体験、ボランティ

ア活動などの題材を取り扱い、社会的な内容を

取り入れようという配慮がうかがえる点など、

三省堂では、職場体験や環境にかかわる題材を

取り扱い、社会的な内容を取り入れようという

配慮がうかがえる点など、教出では、文豪や歴

史的著名人の筆跡が多く掲載され、生徒の興

味・関心を高める工夫がされている点など、光

村では、見開き２ページで１つの学習課題が設

定され、右ページの端から、目標、書く時のポ

イント、左ページに手本や練習の題材、振り返

りをチェックする欄という順にわかりやすく配

置されている点などの特徴が見られました。 

 他の観点につきましても、資料にございます。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、各委員からの意見を求めます。 

教育委員（瀬川武美） 

 光村は、「目標」、「ポイント」、「振り返

り」という教科書の構成になっておりますけれ

ども、東書も同様の構成です。ただ、文字の大

きさと配列の内容については、東書のほうが丁

寧に扱っているという印象を持っております。 

教育委員（長瀬美子） 

 質問、よろしいでしょうか。 

 すみません、筆記具のことなんですが、シャ

ーペン、フェルトペン、ボールペンなど、いろ

いろな筆記具のことが出てきまして、東書と教

出ではきちんと取り扱っているのが確認できた

のですが、他社はちゃんと取り扱っているのか

どうかを確認したいということです。 

 子どもたちは、毛筆や硬筆以外の筆記用具に

もたくさん触れることがあるかと思いますし、

また、パソコンでも字体を選ぶような機会も増

えてくるので、筆記具の扱いはどうだったでし

ょうか、教えてください。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 取り扱っている筆記用具でございますけども、

フェルトペンにつきましては、各社とも取り扱

いがされております。ただ、フェルトペンの太

いものです。太いフェルトペンにつきましては、

学図と光村以外で扱っているということで、学

図と光村には取り扱いは見られませんでした。 

 また、パソコン等の活用につきましては、学

図以外の各社で取り上げられています。 

教育委員（長瀬美子） 

 ありがとうございます。 

教育委員（瀬川武美） 

 確かに、それぞれ特徴があるように思います。

先ほど申しました以外でも、例えば篆刻につい

て見てみますと、学図は、100ページをご覧い
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ただきますと、ここに石を使った作成例を示し

ているんですが、東書のほうは、67ページにゴ

ムとか木材、発砲スチロールなどの例を示して

いますので、こういった身近な材料のほうが生

徒も取り組みやすいのではないかと思います。 

 それから、ちょっと続けて長くなりますが、

申し上げますと、学図で良いと思いましたとこ

ろは、20ページに筆脈の練習として、筆の動か

し方とが流れがわかりやすく書かれているんで

すね。 

 教出の場合は、97ページで筆記用具の特徴の

説明を丁寧に取り上げています。 

 さらに、三省堂は、筆使いについて丁寧に取

り扱っております。例えば９ページですけども、

「腕全体を動かして書くとよい」という説明が

されており、非常にわかりやすいというふうに

思います。 

 以上、大変甲乙つけがたいんですけれども、

東書は、全体的に説明が丁寧で、資料が豊富で、

バランスの面から見て、良いのではないかと思

いました。 

教育委員（阪本 栄） 

 東書は、「トン」「スー」「ピタッ」という

ふうに擬音を使って筆使いのイメージを補助し

ているというのがわかりやすくて良いというふ

うに思いました。 

 １つ質問というか、確認なんですが、東書は、

ほかの会社に比べまして教科書のサイズが大き

くなっているというふうに思います。この大き

さにつきまして、使いやすいかどうか、何か意

見が出ておりましたら教えていただきたいとい

うふうに思いますが。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 東書の教科書のサイズが大きいことにつきま

しては、資料にもありますけども、手本が見や

すいでありますとかゆとりが見られるというふ

うなことで、調査員からはプラス評価を報告い

ただいたような記憶があります。 

教育委員（阪本 栄） 

 ありがとうございます。 

 それから、学図は、少し手本が少ないという

ふうに思いました。また、紙が少し分厚くてめ

くりにくいのではないかというふうにも感じま

した。 

 教出は、芥川龍之介や宮沢賢治など著名人の

筆跡を取り上げており、生徒の興味を引きつけ

るというふうにも思いました。巻末の漢字一覧

表は、他社が50音別に掲載しているのに対しま

して、教出は、部首別に掲載しているというと

ころが特徴的かなというふうに思いました。 

 光村は、楷書と行書の比較がわかりやすかっ

たです。また、実用的な題材が一番わかりやす

く掲載されておりました。 

 各社それぞれありますが、大きく掲示してい

るという点で東書かというふうに考えました。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

教育委員（長瀬美子） 

 ちょっと観点が変わるんですが、字体という

か、文字を比べたときに、手本の字が一番きれ

いだと感じたのは教出の教科書です。書写の教

科書というのは、手本としての役割もとても大

きいと思いますので、あんまり得意でない先生

も含めて、教師が使いやすいのは教出の手本か

なと感じました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 書写の学習で大切なことは、毛筆で学んだこ

とが日常生活の硬筆に生かせるかという点だと

思います。その観点で教科書を見させていただ

いたら、どの教科書も毛筆と硬筆との関連をし

っかりと取り上げていただいております。 

 中でも三省堂と東書が、私はわかりやすいと

思いました。三省堂は、毛筆と硬筆をうまく組

み合わせて構成していると思います。また、東
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書は、日常生活に役立つように、硬筆から毛筆、

毛筆から硬筆へと配置している点がよいと思い

ます。 

 東書は、教材ごとに「調べよう」、「確かめ

よう」、「広げよう」という授業の流れで一貫

しているわけですけれども、この流れも非常に

わかりやすいんじゃないかと思います。 

 以上です。 

教育委員（瀬川武美） 

 補足的発言になると思いますけれども、各社

とも、書を日常生活に生かす内容が多くなって

いるように思いました。基本の学習と半分ずつ

ぐらいの割合という印象なんですが、その点で

もバランスが良いのは東書だと思いました。 

教育長（長谷雄二） 

 一通り、意見のほうは出終わったと思います。

もうよろしいでしょうか。 

 ご意見を伺っておりますと、東書を推す委員

が多いようです。書写につきましては、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） 

 ありがとうございます。 

 それでは、書写の教科書は、東書を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、社会の教科書の採択に移ります。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、社会について報告いたします。 

 学習指導要領の教科目標では、社会に対する

関心を高め、多面的、多角的に考察し、我が国

の国土と歴史に対する理解と愛情を深め、公民

的資質の基礎を養うことを重視しています。社

会につきましては、地理、歴史、公民及び地図

の各分野ごとに報告をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、まず地理について報告いたします。

学習指導要領には、地理的分野の目標として、

地理的認識を養うことや、地理的事象を公正に

判断し、適切に表現する力や態度を育てること

などが掲げられ、各社とも、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いま

す。また、単元ごとに見開きで構成され、言語

活動を充実させるとともに、ユニバーサルデザ

インへの配慮もなされています。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば東書では、学習のまと

めとして単元ごとに振り返りのページがある点

など、教出では、人権学習や環境学習に関して

深く追及されている点など、帝国では、世界、

日本ともに地域学習に多くのページを割いてい

る点など、日文では、その単元の重要語句が最

初に明記され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。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、いただいた資料をもとに各委員か

らの意見を求めます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ちょっと質問ですけれども、今、日本の領土

については、随分いろいろ話題になっておるん

ですけども、各教科書、どのように日本の領土

については扱われているのか、まとめてお願い

できますか。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 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す。ど

の教科書におきましても、領土の東西南北端に

ついての記載がありますし、記載内容につきま

しても、ほとんど変わりはありません。 

教育委員（瀬川武美） 

 私は、帝国の記述がより客観的だと思いまし

た。北方領土の歴史的な流れについても、126

ページをご覧いただきますと、わかりやすくま

とめられておりました。 
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教育委員（阪本 栄） 

 防災教育の面から見てみますと、日文の記載

ページ数が他社の教科書の約２倍になっており

まして、内容が充実しているというふうに感じ

ました。全体的には、東書は、資料が豊富で充

実しているというふうに思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 私は、身近な地域の調査に着目して比較をし

てみました。 

 中でも東書は、調査学習が詳しく取り上げら

れていて、プレゼンまでを含めて丁寧に記載さ

れているのが特徴です。言語活動の充実という

のは全教科で行っていくわけですが、中でも社

会科は、この調査ということがとても大事な教

科だと考えています。東書の124ページ以降に

詳しく、手順がわかりやすく書かれていて、こ

れに沿って学習していくことで力がつくのでは

ないかというふうに思います。 

 それから、どうしても地理という教科は、生

徒からすると暗記教科と考えられやすいんです

が、地形、気候、産物など、非常によく取り上

げられていて、その関係を生徒がしっかり考察

できて良いのではないかと感じました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 子どもたちの生きる力をつけるためには、社

会科では、特に学び方とか調べ方を学ぶという

ことが大切だと思います。そういう点からは、

どの教科書も、長瀬委員のご意見にあったよう

に、そういう調べ学習等について非常に丁寧に

扱っています。若干の違いはありますが、どの

教科書も工夫されていると思いました。 

教育委員（瀬川武美） 

 帝国の教科書編修のコンセプトが書かれた巻

頭４というところがあるんですけれども、ここ

に「学習の始めに」という文章があります。こ

れを読んでみますと、地域の特色がなぜ生まれ

たのかとか、どのように変化してきたのかとい

った地域学習で大事なこと、先ほど長瀬委員が

おっしゃったように、暗記学習ではない、こう

いう点が強調されていて、生徒にもこういった

疑問を持たせることができるような、そういう

工夫をしているというふうに感じられますので、

この趣旨はとても良いことだと思いました。 

教育委員（阪本 栄） 

 帝国と東書では日本に最も身近な韓国が取り

上げられておりまして、隣国を正しく知るとい

う視点から良いというふうに思いました。また、

三大宗教の解説について見てみますと、世界に

はいろいろな考え方があるということが記載さ

れています。東書は、小見出しが見やすくてメ

リハリのあるまとめ方をしているというふうに

思いました。 

 ちょっと１つ質問がありますが、報告書の日

文の欄にデジタル地形図という記載があります

が、これはどういったものでしょうか。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 日文の地理の126ページをご覧いただけます

でしょうか。 

 そこに電子地形図という形で紹介してあると

思いますけども、簡単に申し上げますと、イン

ターネット上で見ることのできる地図のことで

して、そこには電子地形図の活用の仕方が紹介

されています。子どもたちの興味・関心をより

高めることができると報告を受けております。

いろいろな情報を１枚の地形図に重ね合わすこ

とができて、ダウンロードもできるようですの

で、今後は活用が増えていくのではないかとい

うふうに考えております。 

教育委員（阪本 栄） 

 わかりました。ありがとうございました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 近畿地方の単元ですけれども、帝国には、生

野区のコリアタウンとか堺の自転車、東大阪の

町工場が取り上げられていますし、日文にも、
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あべのハルカスとかお隣の富田林市など、本当

に本市から近い身近な地域の記載が多くあって、

子どもたちも親しみやすく学習できるんではな

いかと思いました。 

 東書は、先ほどから出ていました地域調査、

世界の調査と日本の地域調査なんですけれども、

その単元でほかの教科書と違うところは、仮説

を立てるという過程があるのが私はいいなと思

いました。自分で推測したことが自分で調べて

いく中で本当に正しかったかどうか、あるいは、

調査を通して自分の考えがどう変わっていくの

か、こういうような調べ方ができるという点で、

私は、東書の地域調査の単元は良いなと思いま

す。また、統計資料も巻末にわかりやすく載せ

られていると思います。 

 帝国は、地図帳のほうに非常にデータ等を多

く載せられているんですけれども、教科書のほ

うには、東書に比べて少ないんではないかと思

います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 ちょっと意見がいろいろあります。 

 私も、統計資料は東書がわかりやすいと思い

ました。掲載されている写真もインパクトがあ

って、地理学習への興味・関心を高めるという

部分では非常に効果があるように思っておりま

す。 

教育委員（瀬川武美） 

 身近な地域の学習の単元は、私も、確かに東

書がいいととても思っております。 

 ただ、帝国も、世界とか日本の地域学習に詳

しい解説がありますし、各ページの学習の目当

てと確認がはっきり示されておりまして、世界

と日本の結びつきも学習しやすくなっておりま

す。また、非常にこれから大事な共生、環境、

防災のコラムも充実しているので、私は、帝国

を推薦したいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかにないでしょうか。 

 ご意見を伺っておりますと、この地理、東書

を推す委員と、それから帝国を推す委員で意見

が分かれているように思います。 

 採決を行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 それでは、地理の教科書に東書を推薦する委

員の挙手を求めます。 

（挙手３名） 

 続いて、帝国を推薦する委員の挙手を求めま

す。 

（挙手２名） 

 それでは、地理教科書は、東書を採択するこ

とに決定いたします。 

 続いて、歴史の教科書の採択に移ります。 

 委員長、報告をお願いします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、歴史について報告いたします。 

 学習指導要領には、歴史的分野の目標として、

歴史の流れを理解させるとともに、国際協調の

精神を養うことや、歴史的事象を公正に判断し、

適切に表現する力や態度を育てることなどが掲

げられ、各社とも、自ら進んで学習に取り組め

るよう創意工夫されており、豊富な資料が掲載

されています。また、言語活動にも取り組める

よう配慮した内容となっています。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば東書では、各章の冒頭

部分のイラストで学習内容を大観させている点

など、教出では、単元の題名のつけ方に生徒を

引きつける工夫がされている点など、清水では、

「地図で見る世界史」で地理学習との関連を図

っている点など、帝国では、単元ごとに「説明

しよう」で言語活動の充実を図っている点など、
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日文では、大阪を取り上げた資料を多数掲載し

ている点など、自由社では、世界から見た日本

を意識し、日本の良さを多数取り上げている点

など、育鵬社では、「なでしこ日本史」で歴史

上活躍した女性を多数取り上げている点など、

学び舎では、人々の生活に視点を置いた記述構

成がされ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。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、いただいた資料等をもとに各委員

からの意見を求めます。 

教育委員（長瀬美子） 

 全般的なことで申しわけありませんが、歴史

認識にかかわる部分、デリケートなところが多

いんですけれども、今回はどの教科書もよく似

た表現になっているというふうに感じておりま

す。 

教育委員（瀬川武美） 

 確かに私もそうだと思います。どの会社も断

定した書き方になっていませんし、また、一方

的な考え方を記載している教科書はなかったよ

うに思ってます。 

 ちょっと個別に感想を申し上げますと、個別

といってもたくさんはないんですが、特にユニ

ークだったのは学び舎なんですが、一般的に知

られていない情報とか庶民の側からの記述、例

えば130ページを、ちょっと今、簡単にぱっと

あけたところを見ているんですけども、「地鳴

り山鳴り、のぼりを立て」と、これは百姓一揆

のことなんですが、こういう見出しのつけ方、

非常にインパクトがあるというのがこの学び舎

の特徴かなというふうに思っています。読み物

としてはおもしろいなというふうに思いました。 

 それから、歴史の調べ方やまとめ方、発表の

仕方が丁寧で実践しやすく書かれていると感じ

られるのは、帝国です。思考力とか判断力、表

現力を養うという点から考えますと、学校の先

生方が指導しやすいように思いました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 育鵬社の「とりの目、むしの目」という、こ

の部分ですね。非常に歴史そのものを大きくつ

かむのと、それから細かく見ていくというのか、

大局的な見方と、それから、それぞれの人々の

生活とか、そういったものの見方、そういう点

では非常に工夫されているなと思いました。 

 それから、帝国は、各章の最初に「タイムト

ラベル」で当時の大きな絵があって、まず子ど

もたちにその絵を見させて興味・関心を持たせ

る、そこから学習のスタートをしている点が、

非常に導入の段階では良いなと思いました。 

教育委員（瀬川武美） 

 帝国は、全体的にバランスが良くて、一つ一

つの記述も丁寧で、歴史的な因果関係もきちん

と書かれているというふうに思いました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 私は、帝国と東書で迷いました。 

 帝国は、学習課題をもとに学んで、最後に

「確認しよう」で定着を図って、さらに「説明

しよう」で言語活動の充実へ発展するところ、

このあたりは、本市の子どもたちにとってはい

いかなと思います。 

 また、東書は、初めに印象深い写真やイラス

トがあって時代の特色やまとめが各章の終わり

にあることで、学習の定着が図れるように思い

ます。 

 地図やグラフと関連づけて歴史的事項を捉え

るという点で、帝国のほうが良いかなと思いま

す。 

教育委員（阪本 栄） 

 日文ですが、図表やグラフが豊富というふう

に感じました。また、各時代の横のつながりや

経年的な縦の流れが図表などで確認できるとい

うふうになっています。索引に掲載されている
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事項数は、東書が多いというふうにまた感じま

した。 

教育委員（長瀬美子） 

 教科書の最初に「学習の始めに」というとこ

ろがあって、そこに編集のコンセプトが述べら

れていて、帝国は「考える歴史、なぞを解く歴

史」ということが書かれていて、東書のほうは、

過去の人々の生き方とかかわっていく学習、記

憶ではなくて生き方とかかわる学習という未来

につなげていく方向性が出ていて、この２社の

編集コンセプトがまずは良いなと思っています。 

 それ以外の教科書では、教出の場面の切り取

り方が上手で、例えばルネサンスと宗教改革と

いうことを扱うときに「中世からの脱却」とい

う表現で、非常にはっきりしていて学ぶ内容の

イメージがつかみやすいとは思ったんですが、

ただ、大きな歴史の流れを考える点では、帝国

の教科書が一番捉えやすいと感じています。 

教育委員（阪本 栄） 

 先ほど、図表やグラフの観点で見ますと日文

が良いというふうに申し上げましたが、帝国も

データ数の遜色はございませんので、総合的に

考えて、私も、帝国が良いのではないかという

ふうに考えました。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 大体絞られたようには思いますが、ほかにご

意見のほうはよろしいですか。 

 それでは、意見が出終わったようです。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、歴史につきましては、帝

国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） 

 それでは、歴史の教科書は、帝国を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、公民の教科書の採択に移ります。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 では、公民について報告いたします。 

 学習指導要領には、公民的分野の目標として、

民主主義に関する理解を深め、公民としての基

礎的教養を培うこと、社会的事象を公正に判断

し、適切に表現する力や態度を育てることなど

が掲げられ、各社とも、その趣旨が十分考慮さ

れ、自ら進んで学習に取り組めるような創意工

夫が凝らされております。また、豊富な資料の

掲載とともに、言語活動の充実が図られるよう

配慮した内容となっています。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば東書では、各章の冒頭

にワークショップ型の教材を設け、意欲的な学

習を促している点など、教出では、世界や日本

の中学生の写真を数多く取り上げている点など、

清水では、各ページの側注が多く、学習の理解

を深めやすい点など、帝国では、各部の初めに

見開きイラストを用いて学習の見通しを持たせ

る工夫が見られる点など、日文では、各単元の

「めあて」と「まとめ」が明確に示されている

点など、自由社では、章末に学んだこと、調べ

たことをまとめる課題が設定されている点など、

育鵬社では、日本の伝統文化について多くのペ

ージが割かれ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。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、いただいた資料等をもとに各委員

からの意見を求めます。 

教育委員（瀬川武美） 

 意見の前に、ちょっと確認したい質問があり

ます。「公民とは何か」という説明がある教科

書とない教科書とがあるんですけれども、その

点はいかがでしょうか。 

選定委員会委員長（中川誠己） 
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 まず、「公民とは何か」という表現をしてい

る教科書もございますし、あと「こういう学習

をしていきましょう」という表現をしている教

科書の２つに大別されるかなというふうに思っ

ております。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。どうぞ、引き続いて。 

教育委員（瀬川武美） 

 日文には、目次の12ページをあけていただき

ますと、「公民を学ぶにあたって」というタイ

トルがあるんですけれども、その文中に「社会

とかかわり合いながら生きていくこと」という

ふうにあります。それから、東書のほうを見ま

すと、１ページに─ページがわかりにくい

んですけれども、１と振っていないようなのも

あったんですが─公から広く社会を見つめ、

持続可能な社会の形成に参画できる人間が公民

であるというふうにきちんと定義されています。

ということで、何のために公民を学ぶのかとい

う、いわゆる学習の目的、学習の意味が先に示

されるということによって、非常に子どもたち

にとっても学習の方向性がわかるという点で良

いのではないかというふうに思います。 

教育長（長谷雄二） 

 公民とはどんなもので、自分たちは何をめざ

してどういうことをなすべきかがはっきりと書

かれているというほうが良いということですよ

ね。 

教育委員（瀬川武美） 

 はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 似たような意見なんですけど、公民という分

野は中学校で初めて出てくるので、そういう意

味では、公民とは何を学ぶ分野なのかというこ

とが日文ははっきり書かれていて、私も、生徒

にとっては良いと思いました。 

 日文は、各単元に「学習課題」と「学習の確

認と活用」というところがありまして、こうい

う意識を持って確認しやすいのが良いと思って

います。 

教育委員（阪本 栄） 

 政党の取り扱いなんですが、教科書によりま

して若干差があるというふうに思いました。選

挙によって政党も変動していきますので、議席

数の移り変わりを紹介している日文の扱いが良

いというふうに思いました。 

教育委員（瀬川武美） 

 ちょっと別の内容の構成という点からいきま

すと、内容の構成と質という点では、東書と日

文がいいと思いました。 

 日文では、66ページから67ページで、15歳が

子どもなのか大人なのかということを扱ってい

ます。それから、148ページには「15歳のハロ

ーワーク」という項目もありまして、これはキ

ャリア教育との関連からも、中学３年生で取り

上げるのに有効ではないかと思いました。 

 さらに、168ページから169ページには、将来

関わってくる年金のシミュレーションや公平な

消費税を考えるなど、非常に大切な問題ですが、

現在の日常生活、社会生活で考えなければなら

ない問題を取り上げております。今学習してい

ることがこんなに意味があることなんだという

ことを子どもたちに考えさせて学ばせるという

点で、とても良いことだというふうに思います。 

 また、日文は、71ページを見ますと、沖縄の

基地問題と日本の平和主義の扱いが客観的で、

歴史的経緯を踏まえて問題提起がされています。

ということで、私は、日文を推薦します。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今、瀬川委員が言われたように、私も、日文

の「明日に向かって」、「15歳のハローワー

ク」もそうなんですけれども、各単元の途中ぐ

らいですか、終わりぐらいにそれぞれ「明日に

向かって」というのが、非常にこれから子ども
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たちが生きていく上で大切ないろんな生活、あ

るいはさまざまな関わりについて取り上げられ

ているというのが気に入りました、この「明日

に向かって」は。 

 それから、いろいろあるんですけれども、最

後の第５編の「私たちの課題」の単元も大変良

いですね。これからの社会をどんな社会にした

いか、レポートにまとめたり、まとめたことを

プレゼンしたり、社会そのものを自分自身の課

題として考えさせることができる、こういった

点も良いですし、50ページの堺市のバリアフリ

ーなんかの取り組みの例も記載されておって、

非常に身近な題材で親しみやすいと思います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 意見のほう、ほぼ一致したように見えます。

ご意見を伺っておりますと、日文を推す委員が

ほとんどのようでございます。 

 公民につきましては、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） 

 それでは、公民の教科書は、日文を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、地図の採択に移ります。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 地図について報告いたします。地図は２社で

ございます。 

 地図帳の場合も、両社とも、学習指導要領の

趣旨が十分に反映されており、自ら進んで学習

に取り組めるよう創意工夫を凝らし、見やすく、

わかりやすく、活用しやすい地図帳となってい

ます。 

 両社とも横幅の広いＡＢ版で、選定項目に沿

った特徴は、お手元の資料にあります。例えば

東書では、「ジャンプ」という記号が随所に見

られ、関連する項目への発展的学習が行いやす

い点など、帝国では、「ながめてみよう」で各

州・各地方を大観させるイラストが多く、導入

時に活用できる点などの特徴が見られました。 

 他の特徴につきましては、資料にございます。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 地図は２社ということで、それでは意見のほ

うを求めます。 

教育委員（瀬川武美） 

 防災学習の観点から見ますと、帝国は、143

ページ、ここにニュースなどでよく見聞きする

海底のプレート名とか、それから141ページに

は、日本に来る主な台風の進路について記載さ

れています。さらに、96ページを見ますと、ち

ょっと防災とは関係ないですが、大阪狭山市と

狭山池が記載されておりまして、本市の子ども

たちにとって関心・意欲が高まり、地域の調べ

学習を進めやすいというふうに思いました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今、瀬川委員がご指摘したとおり、子どもた

ちが地図帳を見るときは、必ず自分の住んでい

る地域、まちを見ると思います。大阪狭山市は

両方とも載っとるんですけれども、来年、狭山

池ができて1400年ということなんで、非常に市

民の関心も高い、あるいは市民の誇りである狭

山池の記載がないというのはどうかなというこ

とで、帝国にはきちっと記載されているという

ことですね。本市の子どもたちが、帝国のほう

では、平和学習なんかに活用しやすい広島と長

崎の爆心地地図が両方記載されていると、そう

いう点でも帝国のほうが良いじゃないかと思い

ます。 

教育委員（阪本 栄） 

 帝国にも、東書にもそうなんですけども、大

阪の名産品とか地場産業の絵が掲載されている

というのはおもしろいかなというふうに思いま
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した。 

 また、東書のほうの鳥瞰図には、海底の起伏

も描かれておりました。しかし、帝国の鳥瞰図

のほうが陸地の起伏が鮮明に描かれておりまし

て、子どもたちにはわかりやすいのではないか

というふうに思いました。 

教育委員（長瀬美子） 

 東書のほうは、「日本の生活と文化」という

ページが54ページにあります。ここでは、郷土

料理、方言分布、ご当地キャラクターを取り上

げていて、子どもたちの興味・関心を高める工

夫がしてあって良いと思いますし、また、世界

の祭り、食事といった地域文化の取り扱いもか

なり工夫されてきているなと感じました。 

 一方、帝国は、非常に地図としての力が高い

というか、立体感のある富士山の衛星画像を取

り上げていて、また、地図そのものの見やすさ

という点では、ちょっとした色使いの違いなん

ですが、高低差がよくあらわれていて、地図と

しての見やすさは、やはり帝国のほうが使いや

すいと感じています。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 地図帳にしても、年々、どちらの地図帳も充

実してきております。どちらも、地図帳一冊で

調べ学習なんかが十分できそうに思います。 

 地理的分野でも意見が出ましたけれども、帝

国は、巻末の統計資料が大変豊富で、自学自習

にも活用しやすいと思います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 意見が出終わったようです。ご意見を伺って

おりますと、帝国を推す委員がほとんどという

ふうに思います。 

 地図につきましては、帝国としたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、地図は、帝国を採択することに決

定いたします。 

 約半分の教科が終わりましたが、引き続き、

よろしいでしょうか。 

 それでは、続いて、数学の教科書の採択に移

ります。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、数学について報告いたします。 

 現行の学習指導要領では、数学的活動を通し

て基礎的な概念や原理・法則について理解を深

め、数学的活動の楽しさを実感し、活用する力

を育てることを目標としていますが、各社とも、

随所に工夫の跡が見られます。また、学んだこ

とを活用して事象を数理的に考察し、表現でき

るように工夫するなど、アクティブラーニング

を意識した授業づくりに即した構成となってい

ます。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元資料

にありますが、例えば東書では、巻頭の「マイ

ノート」で学習の進め方やノートの工夫につい

ての例を示している点など、大日本では、各章

ごとに目次が記載されており、この単元で学習

する内容をすぐに確認できる点など、学図では、

各章の導入の際に実生活と数学がリンクするよ

うな題材を取り入れている点など、教出では、

「チャレンジコーナー」で解き方の工夫を考え

させている点など、啓林館では、別冊の「Ｍ

ａｔｈ Ｎａｖｉブック」があり、多くの題材

を紹介している点など、数研では、巻頭の「ク

イックチャージ」で既習事項の確認ができるよ

うになっている点など、日文では、１次関数で

まちづくり条例に基づくスロープの勾配につい

て詳しく取り上げ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。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、資料等をもとに意見を求めます。 
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教育長職務代理者（山崎 貢） 

 どの教科書も、学習の進め方とか、ノートの

とり方とか、あるいはまとめ方について、非常

に丁寧に説明されていたように思います。目標

があって、疑問、そして例題、それから問題、

大体どの教科書もその順に配列されています。 

 私は、その中でも、学図と東書が良いなと思

いました。 

 学図の例題には考え方が書かれています。単

に答えを求めるだけではなくて、考え方が大切

だというふうに生徒に印象づけています。解答

例もノート形式で非常に親しみやすく、また、

本市ではアクティブラーニングに取り組んでい

ますけれども、「伝える」という項目で自分の

考えを述べたり、あるいは話し合いを促すよう

な場面があるのは学図のいいところだと思いま

す。 

 東書も、問題によっては考え方が示されてい

ますので参考にできます。また、青い太文字で

学習目標、黒い太文字で問いが表記されていま

す。それを意識しながら課題に取り組むことが

できるので、子どもたちは学習を進めやすいの

ではないかと考えます。 

 総合的には、学図のほうがまさっているかな

と思います。 

教育委員（阪本 栄） 

 私は、東書か学図、そして啓林館ではないか

というふうに考えました。 

 中でも東書は、小学校の教科書にもあるんで

すが、「マイノート」がすばらしいというふう

に思いました。基本問題をしながらフィードバ

ック、そして巻末で各学年とのつながりが書か

れております。 

 学図は、「さらなる数学へ」というところで

高等学校への接続も意識しているのがユニーク

だというふうに思いました。 

 また、啓林館は、内容も、またノートのとり

方や話し合いの進め方が丁寧に書かれており、

評価できるんではないかというふうに思いまし

た。 

教育委員（長瀬美子） 

 私は、日文と学図と東書がいいと思いました。 

 それぞれ良さがあるんですが、日文の場合は、

巻頭に「数学の学習で大切なこと」ということ

で、考えを伝え合うことなども含めて、あるい

は資料の活用での表記もわかりやすかったと思

います。 

 学図の良いところは、ノートの使い方が非常

にわかりやすくてきちんとまとめられると思い

ます。 

 東書は、苦手な方の多い─私もそうです

が─空間図形の表記のところが大変わかり

やすくて、見てわかりやすいと感じて、それぞ

れ良さがあったんですが、個人的には、総合的

には日文が一番いいと思いました。 

教育委員（瀬川武美） 

 学図は、１年生の巻頭に数学で使われる考え

方についての記載とかがありまして、そこで類

推的な考え方とか帰納的考え方、演繹的な考え

方をするのが数学であり、そういう例示がされ

ています。このことは数学を学ぶ上で非常に大

切なことで、数学ばかりではなく、思考すると

きにも非常に重要なことなので、ここを大事に

しているというところで高く評価したいと思い

ます。 

 また、小学校との系統性はどの教科書にも書

かれていますけれども、特に学図は、随所に小

学校の学びの振り返りがありまして、算数と数

学の接続や学習というものを意識化させるとい

う点からも良いのではないかと思います。 

 それから、単元目標が初めに明記されている

のも評価できます。また、巻末に「さらなる数

学」というところでレポートの作成や発表の仕

方が書かれておりまして、子どもたちの主体的
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な数学的表現とか言語能力を培っていくことに

つながっていくと思います。 

 さらに、式を解く手順とか原理などが、例え

ば１年生の44ページなんですけれども、こうい

うふうに「重要」という印をつけて非常にわか

りやすく罫線で囲んであると、それが、どの教

科書と比べましても、この学図が一番わかりや

すく明記されていると思いました。 

 最後に、私は、教科書というのは、ある意味、

レイアウトというのも非常に重要じゃないかと

思っておりますので、その点から見ますと非常

にすっきりして統一性を感じましたので、学図

がいいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 私も、今、委員のご説明を含めて改めて見直

したんですが、もうほぼ同じ意見でございます。 

 ほか、ないですかね。よろしいですか。 

教育委員（瀬川武美） 

 良いと思っていたんですが、ちょっと質問を。 

 １年生の東書の教科書なんですけども、

「項」という学習の項目があるんですが、その

ほかの教科書では、この項について「正の項」、

「負の項」というふうに表記されているんです

けれども、「項」という表記だけでもよろしい

んでしょうか。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 その点は大丈夫かと思っています。恐らく東

書以外の教科書では、１年生で学ぶ正の数、負

の数の単元であることを意識して、特にそのよ

うな「正の項」、「負の項」という表現を使っ

てるのではないかというふうに考えております。

ほかでは、恐らく「項」ということで各社とも

使っています。 

教育委員（瀬川武美） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。 

 そしたら、ほかはよろしいですか。 

 ご意見を伺っておりますと、ちょっと絞れな

かったんですね。東書、それから学図、それか

ら日文で意見が分かれているというふうに思い

ます。 

 採決させていただきたいと思いますが、よろ

しいですか。 

（「はい」の声あり） 

 それでは、数学の教科書に東書を推薦する委

員の挙手を求めます。 

（挙手１名） 

 学図を推薦する委員の挙手を求めます。 

（挙手３名） 

 日文を推薦する委員の挙手を求めます。 

（挙手１名） 

 ありがとうございました。 

 それでは、数学の教科書は、学図を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、理科の教科書の採択に移ります。準

備をお願いします。 

 それではお願いします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 では、理科について報告いたします。 

 各社とも、学習指導要領の目標、内容等の取

り扱いに示された事項は過不足なく取り上げら

れております。学習指導要領で重視されている

理数教育の充実といった点では、いずれの教科

書も、観察・実験などの課題学習に主体的に取

り組むことができるよう創意工夫が見られます。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば東書では、既習事項に

ついての内容、身の回りの事象を示し、各章の

学習に対する興味・関心が高まるように配列さ

れている点など、大日本では、単元学習の前に

継続観察、あるいは観測を促し、意欲を高める

ページを設け、１年を通して観察・観測時期に

適した配列となっている点など、学図では、レ
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ポートやノートの書き方が丁寧で、実験・観察

の流れがわかりやすい点など、教出では、実

験・観察で用いる器具や材料が入手しやすいも

のを選んでいる、あるいは、実験によっては２

つの方法を提示するなど、学校の実態に合わせ

て取り組めるよう配慮をしている点など、啓林

館では、実験の前に「実験のスキル」を掲載し、

その実験で求められている事柄や狙いがわかり

やすいと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、資料にございます。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、各委員の意見を求めます。 

教育委員（瀬川武美） 

 学習指導要領で第１分野、第２分野というの

がありますが、配列でいいますと、１年生にお

いて第２分野の生物から入る編集のほうが私は

良いのではないかと思いました。 

 そういった入り方をしている教科書の中でも

観察の進め方に注目しましたところ、啓林館に

は観察カードがあるという点、また、１年生の

７ページに記載されております「わたしのレポ

ート」の例示が詳しくて実際に役立つように思

われる点、それから、チェックリストもそこに

ついている点といったところ、それから、さら

に、レポートの例も手書き風に書かれておりま

してリアリティーがある、そういった点で良い

のではないかと思いました。 

教育委員（阪本 栄） 

 理科の教科書が視覚から入るということは、

興味や関心を持つという意味では非常に大切な

要素だというふうに考えております。そういっ

た点では、東書の写真は良いというふうに思い

ました。写真がくっきりとしておりまして鮮や

かで、文章で説明し切れないところを写真で補

っているというふうに思いました。観察や実験

の手順だけはでなくて、全体的なレイアウトに

つきましても、非常にわかりやすいというふう

に思いました。 

 また、観察や実験の後、子どもたちの理解を

深める、また科学的思考を促すという点で、東

書の資料はとてもいい資料だというふう思いま

す。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も、啓林館と東書の２社が良いと思いまし

た。実験の器具の説明がとてもわかりやすくて、

かつ、巻末に「サイエンストラベラー」という

のが載っているのが啓林館なんですが、この啓

林館の「サイエンストラベラー」のところも含

めて興味・関心を高める良い教科書で、非常に

知的なセンスのある教科書だと思っています。 

 ただ、それは本当にそう思うんですけども、

教科書として使いやすさを考えたときに、既習

事項についての内容ですとか身の周りの事象を

示していたり、章の学習に対する興味・関心が

高まるような配列の工夫という点では、東書の

教科書のほうが優れている点が多いかと思いま

す。 

 めあてと振り返りの重視という点でいうと、

本当に確認がきちんとできるようになっていて、

生徒が主体的に学んでアクティブラーニングを

進める上の工夫という点では、どの内容を学ん

だのかということが本当にわかりやすく整理を

されていて、東書を使うことで授業の展開もし

やすいし、確認もしやすいというふうに思いま

すと、東書の教科書のほうがよいかと思います。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 私も、東書か啓林かと思うんですけれども、

子どもたちが自然の事物とか現象に進んでかか

わって、それから、目的意識を持って観察、実

験などを行うことが科学的な探究心の基礎を育

てると思うんです。 

 観察とか実験だけで補えないところは教科書

の説明というものが大事になってくると思うん
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ですけれども、その点でいくと、例えば２年生

の256ページ、257ページの、私もちょっとこの

辺、モーターの原理のところなんですけれども、

ほかの教科書と比較してみたら、東書が非常に、

磁石の連続した動きに加えて電流の向きが変化

するといった複雑な仕組みを扱う場面があるん

ですけど、非常にわかりやすい。写真とかイラ

ストとかの資料、解説等、東書が、これは一例

ですけど、他のところも見せていただいたら、

非常にわかりやすく説明されているんではない

かと思いました。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 一通り意見は出たんですが、啓林館を推され

る委員さんもおられました。 

 これも採決ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 それでは、東書を推す委員と啓林館を推す委

員で意見が分かれているということを前提に採

決を行います。 

 それでは、理科の教科書に東書を推薦する委

員の挙手を求めます。 

（挙手４名） 

 続いて、啓林館を推薦する委員の挙手を求め

ます。 

（挙手１名） 

 それでは、理科の教科書は、東書を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、音楽の教科書の採択に移ります。 

 それではお願いします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、音楽について報告いたします。 

 学習指導要領では、さまざまな音楽活動を通

して音楽への興味・関心を高め、音楽表現の美

しさを感じたり表現を工夫したりする態度の育

成が目標に掲げられ、各社とも、この目標に沿

って内容の充実や工夫が見られます。 

 音楽は、音楽一般と器楽合奏とに分かれてお

ります。まず、音楽一般の教科書について説明

いたします。発行社は２社でございます。 

 選定項目に沿った両社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば教出では、国際理解の

観点に基づいた教材がたくさん扱われている点

など、教芸では、３年間、「マイボイス」とい

うところで発声指導を継続的に記述されている

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。 

 次に、器楽合奏の教科書につきまして、続け

て説明させていただきます。 

 教出では、ギターの演奏につきまして図を載

せて、アルアイレ奏法、アポヤンド奏法をわか

りやすく紹介している点など、教芸では、いろ

いろな楽器の演奏の練習を終えてからアンサン

ブルできるようになっており、パートの役割を

感じられる工夫がなされ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、ごらんいただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 それでは、各委員からの意見を求めます。 

教育委員（阪本 栄） 

 音楽につきましては、音楽一般、それから器

楽合奏というふうに分かれておるんですが、扱

っている楽曲等の関連性を考えますと、同じ出

版社で統一したほうが子どもたちが学習しやす

いのではないかというふうには考えますが。 

教育長（長谷雄二） 

 今の阪本委員の意見で何か。 

教育委員（瀬川武美） 

 同感です。 

 ちょっと目標のページを見ますと、教出のほ

うは歌唱の目標がページの横に記載されていま

して、教芸では上のほうに大きな目標が示され
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て、細かい技術的な目標は下のほうに記述され

ています。構成の違いはあるわけですが、目標

の内容には余り違いがないように思われます。 

 したがいまして、教出、教芸ともに歌唱につ

いては、技術的な狙いが明確でいいというふう

に思いました。 

教育委員（長瀬美子） 

 今、瀬川委員がおっしゃったとおり、似た意

見なんですけれども、私個人としては、目標の

記述が上部に書かれている方が目の流れとして

は子どもは意識しやすいのではないかというふ

うに、これは教芸のほうですね、教芸の上部に

書いてあるもののほうが意識しやすいと感じま

した。 

 阪本委員がおっしゃった音楽一般と器楽合奏

で出版社を統一するということについては、同

感です。異議はありません。 

教育長（長谷雄二） 

 阪本委員の音楽一般と器楽合奏を統一すると

いうことの前提で、また議論を深めたいと思い

ますので。 

教育委員（瀬川武美） 

 そしたら器楽のほうで。 

 器楽の教科書を見ますと、リコーダーの練習

についてちょっと絞りましたが、教出の場合は、

８ページ以降に、楽譜の横に具体的にリコーダ

ーの押さえるところの記述があって、苦手な子

どもにとっても、わかりやすく意欲的に取り組

むことができるんではないかというふうに思い

ました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 両方とも、器楽の教科書においては、リコー

ダーの指使いについては、巻末にまとめられた

ページがあります。 

 また、教芸は、低い音、高い音をどのように

したらきれいに出せるかという点について記述

されているのが、教科の目標から考えても、い

いことだと思いました。 

教育委員（阪本 栄） 

 教出のほうですけども、半音のシャープ、そ

れからフラットのわかりにくいところだけ、リ

コーダーの押さえるところを楽譜の横に載せて

いるというのではないでしょうか。というふう

に思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 違った観点でいいですか。 

 代表教材である「魔王」を比較してみたとき

に、かなり日本語訳が違っていてちょっと驚い

たんですけども、どちらの教科書の訳が芸術性

が高いかは賛否があるとは思いますが、教芸の

ほうの詩的な訳というのが、ちょっと特別感も

あって良いかなと思いました。 

 教芸については、発声など歌唱を３年間丁寧

に扱っていて良いと思いますし、器楽の点でも、

「アンサンブルをつくろう」となっていて、子

どもの創作意欲を高める工夫を感じました。 

 雅楽の扱いは、逆に、教出のほうが楽器の大

きな写真が載っていて、そのものが見やすくて

関心が高まると思います。 

 巻末にある楽典の見やすさはちょっと差があ

ると感じました。教出は、いろんな色がつけら

れているんですけども、かえって見にくくなっ

ていて、シンプルな教芸の楽典が見やすいと思

いました。 

教育委員（阪本 栄） 

 器楽ですが、教出のほうを見ますと、リコー

ダーの運指が、左手のみのものから、次に両手

を使うものへと段階的にわかりやすくしている

というふうに思いました。また、写真のカット

のとり方、それから写真の角度が非常に良くて

指先がわかりやすい。それから、器楽の巻末に

あるギター、それからキーボードのコード表も、

まとまっていてわかりやすいというふうに感じ

ました。 
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 ただ、音楽の約束事である楽典につきまして

は、苦手な生徒も多いので、こちらのほうは教

芸のほうが見やすいのではないかというふうに

思いました。 

教育委員（瀬川武美） 

 おっしゃるとおり、ギターと箏に関しまして

─琴ですね、これに関して見ますと、指使

いにおいては教芸がいいと思います。コードと

いう点では、教出のほうがわかりやすいなと思

います。 

 教出は、篠笛、太鼓、尺八、三味線の取り扱

いがわかりやすくて、器楽全体としては教出だ

と思いますが、大阪狭山市では子どもたちが和

楽器で箏を習いますので、わかりやすく扱われ

ている教芸のほうが良いかなというふうに思い

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 箏を習うの。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 はい、琴を必ずやっております。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 教出は、どちらかというと器楽鑑賞が非常に

行き届いていると思います。それで、教芸は、

歌唱に重きを置いているような、そんな印象を

持ちました。それぞれ内容を個別に見ますと、

それぞれの良さがあるように思います。 

 ただ、私個人としては、中学校へ行って音楽

室から聞こえてくる生徒たちの歌声、あるいは

行事で生徒の歌声が聞こえる学校というのは、

非常に良い学校というか、雰囲気の良い学校、

そういう面で、校内音楽会などで使いやすい曲

があり、発声の指導のポイントをまとめたコー

ナーも各学年それぞれあるという点から、私と

しては教芸が良いように思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 ２社ということで、今、それぞれの委員のご

意見を伺っておりますと、音楽一般、それと器

楽のほうも、教芸を推す委員がほとんどと思い

ます。 

 音楽につきましては、教芸としたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、音楽の教科書は、教芸を採択する

ことに決定いたします。 

 続いて、美術の教科書の採択に移ります。 

 それでは、報告をお願いいたします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、美術について報告いたします。 

 学習指導要領では、教科の目標の中で、美術

を愛好する心情を育てるとともに美術の基礎的

な能力を伸ばし、美術文化についての理解を深

め、豊かな情操を養うことを一層重視していま

す。 

 このようなことを踏まえまして、各社とも、

基礎的、基本的な知識や技能について生徒の興

味・関心を広げ、創造活動の喜びを一層味わえ

るように工夫しております。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元にあ

りますが、例えば開隆堂では、多種多様なデザ

イン作品の紹介や社会との密接なかかわり方な

ど、多岐の分野にわたって情報が整理されてい

る点など、光村では、導入部や鑑賞ページでは

谷川俊太郎の詩を組み合わせるなど詩や歌詞を

添え、生徒の心に訴える演出をしている点など、

日文では、情報量をふやし、鑑賞作品を大きく

扱うために教科書の幅を２センチ広げ、巻頭や

巻末には３ページ続きを、中央部には６ページ

や８ページ続きの題材を設けている点などの特

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。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、資料等をもとに委員の意見を求め
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ます。 

教育委員（瀬川武美） 

 教科書のサイズでちょっと質問をさせていた

だきたいんですけれども、日文は、開隆堂や光

村よりも幅が大きいんですけれども、内容的に

は３社とも充実していると思いますが、日文は、

２年、３年が上下に分かれていますよね。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 学習指導要領に沿いまして、開隆堂や光村に

つきましては、１年生と２、３年生が１冊とい

う形で２分冊になっておりますけども、日文は、

その２、３年生がさらに上下に分冊されており

まして、計３分冊という形になっております。

これは、３年間の成長過程と各題材がきめ細か

く適合するための配慮ではないかというふうに

考えております。 

教育委員（瀬川武美） 

 ありがとうございました。 

 ということでしょうか、日文の表紙を見ます

と、表紙のタイトルの下の美術の１、ここは

「出会いと広がり」というサブタイトルがつい

ていますし、それから、２年、３年の上巻のほ

うは「学びの深まり」ですね。それから、下巻

のほうが「美の探求」というふうに副題がつい

ているんですね。そういう発達段階を考えてと

いうことなんでしょうね。 

 そこで、日文のほうは、内容を見ますと、１

年で鑑賞・表現の基礎的能力を身につけて２年、

３年でそれを伸ばす、発展させるというふうに

題材の設定とか配列に工夫していると、そうい

うところがいいと思いました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 日文の「教科書美術館」というところがもの

すごい気に入ったんですけれども、それぞれの

教科書が観音開きになっていまして、非常に写

真が見ていて楽しいですね。生徒にも、多分、

すごく強く印象づける紙面構成になって、表紙

のところもそうなんです。非常に見ていて、本

当にもう時間がどんどん過ぎていったような、

時間を忘れるようなインパクトのある、そうい

う写真になっていて引きつけられます。開隆堂

の原寸大のモナリザとか、それから光村の谷川

俊太郎の詩にも引きつけられますけれども、日

文のこの写真には本当に迫力を感じます。 

教育委員（長瀬美子） 

 日文のことですが、確かに、今、委員がおっ

しゃったとおり、写真は大変きれいだと思いま

す。それ以外の点ですが、基礎基本が丁寧に押

さえられていて、よくまとまっているのが日文

だと感じています。非常にまとまっていると思

います。 

 開隆堂の魅力としては、材料に着目している

点とか生活とのつながりなどを意識している点

は魅力があるんですが、やはりまとまっている

のは日文かなと感じています。 

教育委員（阪本 栄） 

 今も他の委員の先生から意見が出ましたけど

も、私も、日文は、Ａ４ワイド判で情報量が多

いと。非常にダイナミックな構成になっていて

いいというふうに思います。特に「教科書美術

館」の見開きのページは、インパクトが強いと

いうふうに感じました。それから、２、３年の

上の見開きのページでは和紙が使用されておる

んですね。日本の文化に対する意識が高まる工

夫がされているというふうに感じました。 

教育長（長谷雄二） 

 教育委員の４人の先生方も、日文を推すとい

う意見がほとんどでございました。 

 美術につきましては、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） 

 それでは、美術の教科書は、日文を採択する

ことに決定いたします。 

 そのままいかせていただいてよろしいですか。 
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 それでは、続きまして、保健体育の教科書の

採択に移ります。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、保健体育について報告いたします。 

 学習指導要領において、保健体育につきまし

ては、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力

の育成、健康の保持増進のための実践力の育成

及び体力の向上の３つを具体的な目標としてお

ります。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、各社とも、生徒にとって学ぶ

べき内容が適切に取り扱われ、興味・関心を高

める工夫がなされています。例えば東書では、

１年保健編、体育編、２年保健編、体育編、３

年も同様という配列で学年ごとの学習内容が示

されている点など、大日本では、スポーツの有

名選手を使用した写真が多用されており、生徒

の興味・関心を高める工夫がされている点など、

大修館では、生涯スポーツの観点が多く取り入

れられており、豊かな生き方につながるような

構成がなされている点など、学研では、感染症

や自然災害など、現在の地球環境の問題から起

こる危機から自分の身を守る方法に多くのペー

ジがとられ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。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、資料等をもとに各委員からの意見

を求めます。 

教育委員（瀬川武美） 

 基本的な考えとしましては、保健体育という

特性上、保健の内容を扱っているものから先に

編集されているほうが良いと思います。その点

において、学研か東書か、そのどちらかが良い

と思っていますが、取り扱っている内容につい

ては、東書においては、Ｑ＆Ａが対になってい

たり、振り返りという自己評価をしたりすると

いう点で良いと思いますが、一方、内容がコン

パクトにまとめられているという点では、学研

が優れているというふうに感じました。 

教育委員（阪本 栄） 

 私は、感染症やエイズ等について、どのよう

な形で取り扱われているかという視点で比較さ

せていただきました。そういう視点で見ますと、

東書と学研の扱いが充実しておりまして、説明

もわかりやすいというふうに思いました。 

教育長（長谷雄二） 

 私も、今、本当に社会問題になりつつという

よりなっている薬物乱用の部分でちょっと気に

なることがあったので、ページを比較してみま

した。 

 大日本と大修館では、さまざまな薬物の種類

が具体的に、本当に具体的に掲載されておりま

した。東書と学研においては、そこまで具体的

には入ってはおりませんでした。どちらが良い

かといういろんな意見はあると思うんですが、

中学校段階でより詳しくというよりも、薬物に

ついては、私は、東書か学研程度の内容の取り

扱いのほうが良いのではないかと。余りに具体

化し過ぎると、より興味・関心をというような

ことも若干懸念されたというのが私の感想です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 使われている紙の色とか質とかは、個人的に

なるかもしれませんけれども、学研が大変見や

すい印象を持ちました。全体的にも、文字とか、

イラストとか、写真とか、あるいはグラフなん

かのレイアウトが非常に工夫されており、読み

やすさという点では学研が良いと思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 東書と学研が良いと思ったんですが、東書は、

写真の取り入れ方とか構成が良いというふうに

思ったんですが、やはり体のことを取り扱う教

科なので、学研が体の個人差に本当に丁寧に配

慮されている、ほかも必ず個人差という表現は
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入っているんですが、一番丁寧に配慮している

と思いました。特にＱ＆Ａで、健康相談コーナ

ーで、体つきが変わってきたけど、みんなと違

うようで気になるというＱに対して、それが一

人一人の個性であるということも取り上げなが

ら、不安を持つ生徒も多いと思いますので、丁

寧さが感じられる学研が配慮が行き届いている

と思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ご意見をお伺いいたしましたところ、学研と

いうことで一致したように思います。 

 保健体育につきましては、学研としたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、保健体育の教科書は、学研を採択

することに決定いたします。 

 それでは、技術・家庭の教科書の採択に移り

ます。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、技術・家庭科について報告いたし

ますが、技術・家庭科は、技術分野と家庭分野

のそれぞれの採択となっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 各社とも、学習指導要領に示されている「進

んで生活を工夫し、創造する能力と実践的な態

度を育てる」ということに重点を置いた内容に

なっています。他教科や小学校での学びについ

ての記述もあり、基礎的、基本的な技能が身に

つくとともに、問題解決に向けて取り組めるよ

うな工夫をされております。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料等にありますが、例えば東書では、Ａ４版ワ

イドサイズで写真を多く取り入れてわかりやす

くまとめている点など、教育図書では、巻頭口

絵から８ページまでガイダンスをしており、技

術の進化、発達、ものづくりまで、人類の技術

の進化が一目でわかるような工夫がされている

点など、開隆堂では、18ページを使って、技術

の歴史から生活環境見直し学習まで、ＰＤＣＡ

サイクルの学習の進め方になっている点などの

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。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、各委員からの意見を求めます。 

 技術分野と家庭分野、あわせてご意見をお願

いします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 提案なんですけども、今、技術分野と家庭分

野でそれぞれの採択となっているということで

すけれども、学校現場の指導する側としても、

あるいは学ぶ子どもたちにとっても、教材の関

連性を考えたら、同じ出版社のほうが良いので

はないかと思うんですけれども、どうでしょう

か。 

教育長（長谷雄二） 

 今の山崎委員の提案について。 

教育委員（瀬川武美） 

 同感です。 

 じゃ、続いて意見を申し上げてよろしいです

か。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、お願いします。 

教育委員（瀬川武美） 

 分野とも、開隆堂、東書は情報量がとても多

くて、私の視点から見ると非常に専門的なよう

な印象を受けました。情報量が多いということ

はとても良いことなんですが、果たしてこれだ

けのものを実際に中学生が消化できるのかとい

う疑問が残っております。資料として活用する

ということも考えられますけれども、子どもた

ちが活用しやすいのは、そういう点からいきま

すと、教育図書ではないかというふうに思いま

した。 
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 例えば家庭科でも、包丁の使い方のところを

１点比較してみますと、家庭の分野なんですけ

れども、106ページにありますように、指の置

き方、包丁との関係で、その置き方とか動かし

方の説明と写真が一番よくできているように感

じたのが教育図書です。 

 ところで、先ほどの疑問ですけれども、中学

生にこれだけの情報のものが消化できるのかど

うかということをちょっとお尋ねしたいんです

けれども。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 調理実習で行います料理でありますとか、ほ

かの実習でつくります製作物につきましては、

学校で計画を立てて、選択して実習を行ってお

ります。ですので、教科書に挙げられている全

ての教材について教えているというわけではあ

りません。幾つもの題材の中から選択して実習

を行っている現状があります。 

 調査員からの報告におきましても、新しい教

科書は、いずれも詳しく記述されておりまして、

日常生活に役に立つ内容になっているものとい

うことでした。 

教育委員（瀬川武美） 

 ありがとうございます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ちょっと同じく質問なんですけども、学習指

導要領では、家庭分野は、「家族・家庭と子ど

もの成長」から学習するようになっているんで

すけれども、これは、生徒にとって身近なとこ

ろから学習を進めるのがわかりやすいというこ

とかと思いますけども、その点で、初めに食生

活の学習となっている東書の配列については、

何か意見が出ていませんでしたか。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 確かに、東書の配列は他の２社と異なってい

るということでありますけども、特にそのこと

で調査員のほうからは報告は受けておりません。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 結構です。 

教育委員（阪本 栄） 

 情報のところなんですが、セキュリティーや

モラルにおきまして、教育図書が少ないという

ふうに思いました。実例を挙げて具体的に指導

する上において、東書や開隆堂がモラルとかセ

キュリティーについて細かく具体例を挙げて説

明しているという部分を評価できるというふう

に考えました。情報といいますのは、現在、誰

もが当たり前のように使っておりますが、どこ

で教えるのかという問題があるというふうに思

います。 

 また、エネルギーについてどう考えるかとい

うことにつきましては、３社ともあえて言及さ

れていないように感じられました。東書は、東

日本大震災について少し触れておりますが、疑

問だけ投げかけて結論まで出していないという

ふうな印象を受けました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 教育図書の例えば各章の初めにある自立度チ

ェックのように書き込みができるところ、導入

の段階で大変興味深いなと思いました。 

 東書は、ちょっと大判で重たいのが気にかか

ったんですけれども、技術分野では、計画・実

行・評価・改善のサイクルで、さまざまな場面

で問題解決能力を高めるような構成になってい

ます。 

 また、家庭分野では、「考えてみよう」、

「やってみよう」で課題や活動例が示されて、

生徒みずから課題を見つけて、目的を持って学

習できるように配慮されていると。全体的な色

合いとか写真、見やすさなどからは、私は、東

書がいいなと思いました。 

教育委員（阪本 栄） 

 東書の巻末に表計算ソフトの使い方のマニュ

アルというのがあるんですが、ソフトウエアも



－24－ 

日進月歩で使い方も変わってくるということで

すので、私は、余り必要性というのは感じられ

ませんでした。より危険性とかモラル、こうい

ったところをきちんと指導すべきだというふう

に考えました。ＳＮＳなどのモラル、セキュリ

ティーの問題の取り扱いなどを総合的に比較い

たしますと、私は、開隆堂が良いのではないか

というふうに考えます。 

教育長（長谷雄二） 

 セキュリティーについては、やっぱり大切な

ことですので、そういう部分では、開隆堂もふ

さわしいかなというふうには感じます。 

教育委員（長瀬美子） 

 ちょっと違うところです。 

 私も、開隆堂がコンパクトにまとめてあって

よいというふうに思います。中でも良かったの

は調理の部分なんですが、調理の手順が完成し

た食材とともに丁寧に示されていて、それを見

ながらきちんと基本を押さえていくことができ

て、非常に手順がわかりやすいのが開隆堂の教

科書だと思います。 

 ちょっと違う観点で言うと、東書の良いとこ

ろは、家族・家庭と地域の中の中学生としての

自立のところが他の教科書よりも非常にはっき

りしていて、中学生がここを学ぶということの

意味がはっきり出ていて、地域と家庭というと

ころでよい記述だというふうに思って、ここの

ところは本当に思ったんですけれども、教科書

としての使いやすさや、やはり基礎基本をきち

んと押さえるという点では、開隆堂の教科書が

最もふさわしいと思いました。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。 

 東書と、それから教育図書と開隆堂で意見が

分かれているように感じます。技術分野と家庭

分野を同じ出版社で採択してはどうかという意

見が山崎委員よりあり、瀬川委員のほうはそれ

で良いのと違うかということですが、まだちょ

っとお二人の委員に聞いておりませんが、それ

でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 はい、わかりました。 

 それでは、技術・家庭の教科書に東書を推薦

する委員の挙手を求めます。 

（挙手１名） 

 続いて、教育図書を推薦する委員の挙手を求

めます。 

（挙手１名） 

 それでは、開隆堂を推薦する委員の挙手を求

めます。 

（挙手３名） 

 それでは、技術家庭の教科書は、開隆堂を採

択することに決定いたします。 

 それでは、最後になりましたが、英語の教科

書の採択に移ります。 

 それでは、委員長、報告をお願いします。 

選定委員会委員長（中川誠己） 

 それでは、英語科について報告いたします。 

 学習指導要領の目標では、「聞く」「話す」

「読む」「書く」の４技能を育成することが重

視されております。各社とも、資料や写真の充

実が図られ、構成が工夫されております。また、

我が国の生活や文化についての理解を深めると

いう点におきましても、興味・関心を高める内

容になっております。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、お手元の資

料にありますが、例えば東書では、肯定文、否

定文、疑問文が並列され、大変わかりやすく図

示されている点など、開隆堂では、トルコと日

本の友情が今もなお続いている話を扱い、国際

協力のあり方について生徒に考えさせている点

など、学図では、マザーテレサの伝記を通して、

世界の飢え、国際問題を考えさせる読み物教材

がある点など、三省堂では、受動態の説明がシ
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ンプルで視覚的に理解しやすいように配慮され

ている点など、教出では、日本の文化について

鉄腕アトムのアストロボーイを扱い、生徒の興

味・関心を高めている点など、光村では、キャ

ラクターの人物が４人の中学生によるストーリ

ー仕立てとなっており、親しみを持たせる構成

になっ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。

ご覧いただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、各委員の意見を求めます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 まず、内容よりも先に、いわゆる英語の教科

書は、大体登場人物が出てきて、その登場人物

のさまざまな出身地とか、生活とか、あるいは

国とか、そういう話につながっていくんですけ

れども、それを見させていただいたら、三省堂

が各学年とも８人の登場人物が出てきます。し

かも、国もさまざまなんですね。いわゆるアジ

ア、ヨーロッパ、アメリカ、その他さまざまな

国の子どもたち、もちろん日本の子ども、ある

いは先生と、こんなのが出てくるわけですね。

国籍とか男性と女性のバランスが非常に良いと

いうことと、それから、登場人物を通して非常

に話題が広がっている、さまざまな国の様子も

よくわかると、そういう授業の流れも大変わか

りやすくつくられていると思います。 

 それから、光村の登場人物のバランスも良く

て、教科書そのものの色合いが非常に優しい感

じがしました。特に２年生では、写真を見て、

“What are you doing?”という、何をしてい

るところや何がわかるとか、写真から導入が図

られています。英語が苦手な生徒も親しみやす

い構成だなと思いました。 

 以上です。 

教育委員（瀬川武美） 

 補充的、発展的な内容については、三省堂と

開隆堂が良いというふうに思いましたけれども、

どちらかを選ぶとしますと三省堂が良いと思い

ました。その理由は、１年生の「教室で使う英

語」とか文法がわかりやすい点です。それから、

「話す」「聞く」につきましては、各社力を入

れていますけれども、特に三省堂は、要所要所

に「Let’s listen」や「Let’s talk」を折り

込みまして、生徒自らが意識的にコミュニケー

ションに取り組めるような構成になっていると

感じました。 

 また、付録もとても良いと思いました。129

ページから133ページの例えばすごろくですが、

これは楽しみながら学ぶことができると思いま

すし、ショートストーリーというのがあります

けれども、これは読む力を育むのに有効である

と思います。さらに、142ページから145ページ

に「絵でわかる英語の仕組み」というのがある

んですけれども、これは、１年間の学習を整理

して学びを確かなものにするために有効である

と感じました。 

 発音の仕方につきましては、東書の扱いがと

ても丁寧で優れていると思いますけれども、全

体的には三省堂のほうが良いと思いました。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今見ていて、三省堂は、確かに付録が非常に

効果的ですね。そんな印象は持ちました。 

教育委員（阪本 栄） 

 私も同じ評価なんですけども、三省堂は、特

に文法の説明が丁寧になされているというふう

に感じました。各社、いろんな特色を出してお

るんですが、三省堂が一番わかりやすくて使い

やすいのではないかというふうに思いました。

「Ｃａｎ－Ｄｏリスト」というところがあるん

ですけども、これも非常に見やすいんではない

かというふうに思います。 

 一方、教出なども、語彙が多くて内容は充実

しているというふうに思うんですが、総合的に
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考えまして、私は、三省堂が良いのではないか

というふうに評価させていただきました。 

教育委員（長瀬美子） 

 同じ意見なんですが、私も、三省堂の教科書

が一番充実しているというふうに見ています。

まず、教科書そのものが大変見やすくて、１年

生の教科書などは、本当に初めてきちんと外国

語を学習するので見やすいと思いますし、チェ

ックリストもレイアウトもよいと思います。 

 文法のわかりやすさは、阪本委員と同じです。

付録も、ほかの委員さんと同じなんですが、基

本文がきちんとまとめられて、文字の書き方も

整理されているので、付録で確認がしやすいと

思います。 

 それから、少し３年生の教科書を見ると、今、

国際的に活躍されている錦織圭さんのストーリ

ーが載せられていて、非常に身近というか、あ

こがれもあり、身近でもあり、そういう学習を

通して国際理解も広がっていったり、日本人の

誇りも持ったりできて、いい題材を選んでいら

っしゃるんじゃないかなという中身のことも含

めて、三省堂の教科書が充実していると感じて

います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。ご意見のほうを集約

いたしますと、もう三省堂ということになると

思います。 

 英語につきましては、三省堂としたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、英語の教科書は、三省堂を採択す

ることに決定いたします。 

 中学校の全教科の採択を終わりました。では、

各種目の採択結果について確認を行います。よ

ろしくお願いします。 

 採択しました教科書は、国語、東京書籍、書

写、東京書籍、社会地理、東京書籍、社会歴史

帝国書院、社会公民、日本文教出版、地図、帝

国書院、数学、学校図書、理科、東京書籍、音

楽、教育芸術社、器楽、教育芸術社、美術、日

本文教出版、保健体育、学研教育みらい、技術、

開隆堂出版、家庭、開隆堂出版、英語、三省堂、

以上でございます。よろしいですか。間違いご

ざいませんか。 

 それでは、続きまして、平成28年度使用の小

学校教科用図書の採択についてですが、小学校

につきましては、昨年、平成27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、ございませんか。 

 それでは、小学校教科用図書につきましては

平成27年度と同じものを採択することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、小学校教科用図書につきましては、

平成27年度と同じものを採択することにいたし

ます。 

 委員の皆様には、これまで５回にわたり学習

会、また、本日は非常に慎重かつ本当に丁寧に

ご審議いただき、思った以上に早く終わること

ができました。大阪狭山市の中学生のために、

より適正な教科書ということでご努力いただき

ましたことに、最後になりますが、本当に厚く

御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 本日提案のありました全ての種目は、以上の

とおり採択されました。 

 これをもちまして、教育委員会定例会議を閉

会いたします。 

                  以上 
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証す

るため、署名する。 

 

  教育委員会教育長 

 

 

  教育委員会教育長職務代理者 

 

 

  教育委員会 委員 

 

 

  教育委員会事務局職員 


