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  令和元年７月臨時教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和元年７月２５日（木）午前１０時００分～午後４時３０分 

 

２．場 所 

  河内長野市役所別館 組合会議室 

 

３．出席委員 

  松本教育長、澤田教育長職務代理者、嘉名委員、藤本委員、尾上委員 

 

４．会議録署名委員 

  松本教育長、澤田教育長職務代理者、藤本委員 

 

５．事務局出席者 

（１） 事務局 

宮阪教育推進部長、小川生涯学習部長、中田教育推進部理事、安田教育推

進部理事、井上生涯学習部理事、藤林教育総務課長、生田教育指導課長、小

池教育指導課主幹、森口教育指導課主幹、小関教育指導課主幹、川畑教育指

導課主幹、小林教育指導課主幹、墨村教育指導課主幹、前教育指導課主幹、

武本教育総務課課長補佐、帯屋教育総務課庶務係長 

（２） その他 

河内長野市立小学校教科用図書選定委員会 

河内長野市立中学校教科用図書選定委員会 

小松選定委員長、清水選定委員、森本選定委員、坂田選定委員、木村選定

委員 

 

６．会議要録 

 開 会 

  松本教育長 

それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和元年７月臨時



2 

 

教育委員会会議を開会いたします。 

 

（１）署名委員の指名 

松本教育長 

今回の会議録の署名は、私のほかに澤田教育長職務代理者と藤本委員に

お願いします。 

 

澤田教育長職務代理者、藤本委員 

   了解しました。 

 

（２）議事（要旨） 

松本教育長 

それでは、令和２年度使用小中学校使用教科用図書の採択を始めます。 

議案第３号「令和２年度使用小中学校教科用図書採択及び学校教育法附

則第９条に規定する一般図書の給付について」であります。 

なお、本件の採択につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２３条６項に基づきまして、教科書等の取扱いの権限が教育委員

会に有することを確認しておきたいと思います｡ 

それでは議案書の方ですが、はじめに事務局より説明があります。 

   

生田教育指導課長 

それでは、議案書及び議案説明資料の１ページをご覧ください。 

議案第３号「令和２年度小中学校使用教科用図書採択 及び 学校教育法

附則第９条に規定する一般図書の給付について」説明いたします。 

本件につきましては、審議いただく事柄を分けますと大きく３つに分か

れると考えますので､審議いただく順番を次のようにしていただけたらと

思います｡ 

１つ目は、令和２年度において河内長野市立小中学校に設置されている

特別支援学級に在籍する児童生徒に給付する教科用図書についてです。２

つ目は、令和２年度中学校で使用する教科用図書の採択について、そして、
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３つめ目は、令和２年度小学校で使用する教科用図書の採択についてです。

よろしくお願いします。 

 

松本教育長 

ただ今､事務局より審議の順番について提案がございましたが､提案ど

おりでよろしいでしょうか｡ 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

承認いただけましたので､まず１つ目の､市立小中学校の特別支援学級

に在籍する児童生徒に給付する教科用図書について審議いたしたいと思

います。 

まず、事務局から説明願います。 

 

生田教育指導課長 

令和２年度において河内長野市立小中学校に設置されている特別支援

学級に在籍している児童・生徒に対しては、従来どおり、拡大教科書を除

き、学校教育法附則第９条に規定する一般図書の給付は行わず、当該学年

用の検定教科書を給付する。 

   この件に関しまして、説明いたします。別冊の議案第３号関係として配

布しております「令和２年度使用教科用図書採択資料」をご覧いただけま

すでしょうか。 

   その１ページをご覧ください。（資料２）の学校教育法附則第９条にご

ざいますように、特別支援学級に在籍する子どもたちに、検定教科書以外

の一般図書を採択することは可能です。 

   しかし､検定教科書と附則第９条によって採択した一般図書の両方は給

付できませんので､採択権のある市教育委員会はどちらか一方を採択する

ことになります｡ 

   検定教科書に代わる附則第９条本を採択する場合は、一般図書が特別支

援学級に在籍する個々の子どもの教育指導計画に沿った教科用図書とし
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て適切かどうか慎重に判断しなければなりません｡ 

   また、「みんなと同じ教科書を給付して欲しい」という保護者の願いも

ございますので、教育委員会からは、検定教科書を配布した上で､学校に

割り当てられている図書購入の予算を活用して、子ども達に有用な一般図

書を購入する方法をとっております。これまでも､各学校において、この

ような形で対応してまいりました｡ 

   したがいまして、学校教育法附則第９条の規定による一般図書の給付は

行わず、当該学年用の検定教科書を給付することが妥当であると考えてい

ます。以上につきまして、ご審議お願いいたします。 

 

松本教育長 

この件につきまして質問はありませんか。 

   ないようでしたら、１つ目の審議については議案どおりということでよ

ろしいでしょうか。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

承認いただけましたので、次に、令和２年度中学校で使用する教科用図

書の採択について、事務局より説明願います。 

 

生田教育指導課長 

令和２年度に中学校で使用する教科用図書についてですが、まず、事務

局より説明いたしますので、ご確認いただきたいと思います。 

令和２年度に中学校で使用する教科用図書は、昨年採択した「特別の教

科 道徳」を除いて、使用開始以来４年を迎えることとなり、本年度が新

たに採択する年度となっております。しかしながら、令和３年度から新学

習指導要領の全面実施に伴って、新たな教科用図書が使用される予定とな

っていることから、令和２年度使用教科用図書の採択替えのための新たな

図書の検定申請が文部科学省になされませんでした。このため、令和２年
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度に使用する教科用図書は、平成２８年度に調査した教科用図書の中から

採択することとなります。このことを踏まえ、選定委員会を開催し、平成

２８年度の答申資料を活用し調査を行いましたので、後ほど選定委員長よ

り報告いたします。 

なお、令和２年度に中学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図

書については、資料の３ページの（資料５）に示しております平成３０年

度に採択し、本年度より使用している教科用図書と同一のものを採択する

こととなります。 

では、選定委員長より、令和２年度に中学校で使用する「特別の教科 道

徳」を除く教科用図書に関しての報告をいたします。報告の後ご審議をお

願いします。 

 

小松選定委員長 

中学校教科用図書選定委員会にて、現在使用している教科書について、

平成２８年度に作成された答申資料をもとに、調査を行いました。また、

本市立図書館および教科書センターにて展示を実施いたしました。その結

果、現在使用している教科用図書について大きな不都合や異論はございま

せんでした。また、来年度には、令和３年度使用中学校教科用図書の採択

年度となっております。 

以上のことから、令和２年度中学校で使用する「特別の教科 道徳」を

除く教科用図書に関しましては、令和元年度と同一の教科用図書を使用す

ることがよいとの結論に達したものでございます。以上報告いたします。 

 

松本教育長 

何かこの件につきまして質問はありませんか。 

ないようでしたら、２つ目の審議についても議案どおりということでよ

ろしいでしょうか。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 
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承認いただけましたので、では、３つ目の令和２年度に使用する小学校

教科用図書の採択について、審議にはいります。まず、事務局から説明願

います。 

 

生田教育指導課長 

それでは審議に入ります前に、本教育委員会が河内長野市立小学校教科

用図書選定委員会に諮問した答申が、すでに令和元年７月１９日をもって

選定委員長より教育長に手渡されましたことをご報告させていただきま

す。 

教育委員の皆様のお手元には、教育長を通じて、すでに答申および答申

資料を配布させていただいております。 

また、本答申は、令和２年度使用教科用図書選定の観点に基づき「目標

に関すること」「内容に関すること」「組織・配列に関すること」「学習と

指導に対する配慮および創意工夫に関すること」「体裁に関すること」の

５つの観点で、調査委員会がその特長的な部分を整理し、選定委員からは、

それらをもとに答申としてまとめていただいたものでございます。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

松本教育長 

それでは、あらためまして、選定委員長をはじめ選定委員会の皆様に感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

   今回の小学校教科用図書の採択は、ご存じのとおり、新学習指導要領に

基づいて著作・編集されたものです。その新学習指導要領は、「知識・技

能」とともに、「思考力・判断力・表現力」や「学びに向かう力・人間性」

などを育成するために、今までは、学習する内容「何を学ぶのか」に加え

て、学習の仕方「どのように学ぶのか」、つまり、アクティブラーニング

と言われている「主体的・対話的で深い学び」の授業展開にも言及されて

います。 

   そのため、これまでの教科用図書とは、趣が違うようになっていると思
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います。まず、そのことを念頭に置いていただければと思います。 

   また、選定委員から答申の報告をもらいますが、これらのことを参考に

していただき、河内長野市の子どもたちに、最も適していると思われるも

のを、選んでいただきたいと思います。 

   なお、教育委員の皆様には、自宅に教科書を持ち帰り調べていただいた

ことをもとに、本日の報告説明を受けて、ご質問やお考えをご発言いただ

き、その中で、当初のお考えも変わられるかと思いますので、ある程度の

ご発言をいただきました後、種目ごとに発行者を一つに絞っていただきた

いと思います。それを、別紙の投票用紙に、ご記入いただき、数の多い発

行者の教科用図書を採択することといたします。 

   それでは審議に入ります。 

 

松本教育長 

   それでは、外国語の審議を行います。選定委員から外国語について報告

してください。 

 

小松選定委員長 

外国語科の選定報告をいたします。 

   選定の対象は、【東書】【開隆堂】【学図】【三省堂】【教出】【光村】【啓

林】の７者となります。 

項目Ａの（１）について【開隆堂】では５年８１ページから１０５ペー

ジには「文字に慣れよう」があり、各単元で「読む・書く」の活動ができ

るようになっています。 

項目Ａの（２）について【東書】では、中学校への学習につなげるとい

う観点から「Picture dictionary」という辞書が別冊で付いています。 

項目Ｂの（４）について【東書】５年８０ページでは、パラリンピック

の選手だけでなく盲目のピアニストも取り上げ人権尊重について配慮が

されています。【光村】５年１０２ページには、ユニバーサルデザインの

視点を活かした町づくりについて配慮がされています。 

項目Ｃの（２）について【教出】５年１６、１７ページでは、現在の５，
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６年学習教材「We can」と単元構成が似ているだけでなく、ページ下にフ

ォニックスを掲載している点は、同じく「We can」と類似した構成となっ

ております。 

項目Ｃの（３）について【啓林】５年５３ページでは、単元の最初にゴ

ールを示すだけでなく、各パートにもめあてが記載されています。 

項目Ｃの（４）について【学図】６年２３ページでは、他教科で得た知

識を活かせる学習がレッスンごとに数か所記載されております。 

項目Ｄの（１）について【開隆堂】６年３９ページのようなチャレンジ

コーナーや６年１０２ページからのような「中学校へつなげよう」という

発展的な学習を取り上げています。【三省堂】５年６０、６１ページでは、

世界の時差について取り上げ、巻末のワークシートを使って発展的な学習

ができるように工夫されています。 

項目Ｄの（３）について【東書】５年２４、２５ページに異文化に関心

を持たせられる工夫があります。また【学図】５年５４ページコラムでも

異文化に関心を持てるよう工夫がされています。【光村】６年４６ページ

では、「Fun time」でビンゴゲームなど児童にとって興味がわくような教

材が掲載されています。 

項目Ｄの（４）について【開隆堂】５年３３ページ「Project」では、

これまで学習して身に付けた外国語を活用する活動が設定されています。

【三省堂】６年４、５ページでは、単元構成を「Hop Step Jamp」とし

最後には相手を意識した表現力が身に付くように工夫されています。【教

出】６年６１ページのように、「Final Activity」を各単元末に設け、表

現力等を育めるよう工夫されています。 

項目Ｄの（５）について【開隆堂】５年１、２ページは、Can-Do リス

トだけでなく、Can-Do マップで確認でき１年間のめあてを見られること

で学習の見通しが持て、また、１年後に何ができるようになったのかを自

分で確認することができます。 

項目Ｅの（２）について【開隆堂】巻末カードは、厚めに作られており

児童が取り扱いやすいよう工夫されています。同じく【啓林】巻末カード

は、カードの枚数が約２００枚あり、すべてのユニットに対応しているの

で、すべての児童がゲームなどを通して外国語を楽しめるように配慮され
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ています。 

以上、７者の教科用図書についての報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

どなたからでも、結構ですので、どうぞよろしくお願いします。 

 

澤田教育長職務代理者 

いよいよ来年度から教科化される外国語ですが、新学習指導要領では、

「話すこと・聞くこと」に加えて「書くこと」「読むこと」が追加されま

した。これは、小中の接続を踏まえた大きな動きです。「書くこと」と「読

むこと」について、特長をしっかりと見ていかなければならないと思いま

すが、みなさんどうですか。 

 

藤本委員 

その点に関しては、【開隆堂】５年２、３ページは、「書くこと」「読む

こと」に関して特長が出ていますね。小学生にとっては、アルファベット

を書くことは簡単ではないのですね。この教科書の、各単元の横にある水

色に囲まれたところを見てもらえますか。ここには「書くこと」「読むこ

と」の「めあて」が単元ごとにわかりやすく表示されています。子どもが

見通しを持って学習に取り組めるように工夫されていると思います。 

もう１つ、５年８１ページからの「文字に慣れよう」も見てください。

ここでは、「聞くこと」をうまく取り入れながら「書く力」「読む力」につ

ながる工夫がされています。これなら、先程澤田委員がおっしゃられた、

「書くこと」や「読むこと」にも抵抗なく取り組むことができると思いま

す。 

 

澤田教育長職務代理者 

このように工夫していれば、教科化として始める１年目であっても、教

える側の先生方にとって安心して指導ができるようになりますね。 
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尾上委員 

   わたしは、【東書】「Picture dictionary」が別冊で付いているのがい

いと思います。 

 

松本教育長 

たしかにこれはいいですね。本市の教育方針の一つの施策として、小中

一貫教育の推進があります。中学校では辞書を使うことも多くなりますの

で、小学校でこの「Picture dictionary」を使って学習することは、辞

書を使う習慣が身に付いて、中学生になってからの学習にもきっと活かさ

れると思います。表紙を開けると右のページに「中学生や高校生になって

も」という言葉が入っているのもいいと思います。 

 

嘉名委員 

その点では、【東書】の６年７９ページを見てください。ここではＪＩ  

ＣＡの活動にもふれています。本市はＪＩＣＡとの交流にさかんに取組ん

でいますよね。外国語の授業でもＪＩＣＡについて学ぶことで、教科横断

的な視点でもいいのではないかと思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

ＪＩＣＡの活動でいうなら、人権的な視点は欠かせません。人権尊重に

関する配慮は各者なされておりますが、【光村】の５年の１０２ページを

見てください。ここではユニバーサルデザインの視点をあえて取り入れて

います。すべての人にやさしい町であるために、自分たちの町をもう一度

見つめなおすきっかけになります。 

 

松本教育長 

では、本市の課題である活用力や表現力、また、発展的な学習の工夫な

どの点についてどうでしょうか。 

 

藤本委員 

【開隆堂】の６年１０２ページから見てください。先程も触れましたが「文
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字に慣れよう」だけではなく、「中学へつなげよう」があります。小学校

でこのような発展的な学習は、子どもの活用力や表現力を伸ばすのにつな

がっていくと思います。 

 

嘉名委員 

   それは、澤田委員がおっしゃられた「小中の接続」も意識できますね。

このようにまとめていると、中学１年生の最初の授業でどんな展開をして

いけばよいのか、小学校と中学校の先生の連携も図りやすそうですね。 

 

松本教育長 

それでは、児童の興味・関心を高めるということに関しては、何か特長

はありますか。選定委員の方どうぞ。 

 

小松選定委員長 

その点では【東書】です。５年２６、２７ページを見てください。イラ

ストをふんだんに使って児童の関心・意欲を高める工夫があります。その

他のページでもイラストや写真の配置のバランスはとても良いです。また

５年４０、４１ページのように領域ごとの設問の数が豊富です。自分の知

識や技能を活かして学習を進めていけるような教科書に感じます。 

 

澤田教育長職務代理者 

【東書】を見ると、たくさんの情報量があり良さが分かります。ところ

で、反対に少ない情報量でも工夫されているものがあれば比較しやすいの

ですけれども 

 

尾上委員 

情報量の工夫という点では【教出】を見ていただけますか。６年６１ペ

ージでは、問いかけが簡潔に示されています。それと、５１ページでは児

童の興味や関心をひくようなイラストが掲載されています。友だちや先生

と一緒に作り上げていく授業ができそうに思います。 
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嘉名委員 

私は、この点に関しては【開隆堂】６年３３ページに特長が見られると

思います。この「Project １」のように楽しい活動を通して英語に対する

興味や関心を抱いた後に、７５ページにある「Project ２」で高度な活動

が展開されています。 

小学校１年生から外国語教育を受けている河内長野市の子どもたちに 

とっては、このような情報量や設問の内容が良いと思います。また、６８

ページ６９ページも見てください。単元導入ページでの英単語量、活動量

に関して河内長野市のこどもたちにとって適切な量と感じます。 

 

澤田教育長職務代理者 

比べてみると各者の特長がよくわかりますね。河内長野市の子どもたち

にとってということが大切ですね。 

 

松本教育長 

外国語の評価に関してはどうですか。 

 

藤本委員 

評価に関して、【開隆堂】では、６年表紙裏１ページ２ページを見てく

ださい。わたしは外国語教育に関しては、子どもたちが「何を身に付けた

のか」を感じられる「振り返り」がとても大切だと考えています。ここに

は、各単元の振り返りをまとめた「Can-Doマップ」が掲載されています。

さらに、１１２ページを見てください。「学んだことリスト」でも自分の

知識の習得も確認することができます。 

実際、河内長野市のすべての中学校では Can-Do リストを作成し実施し

ていると聞いています。この自分の力を把握することはとても大切です。 

 

嘉名委員 

小学校の外国語の学習を通して、中学生以降も学び続けていく力を身に

付ける。「何が身に付いて、何ができるのか」という、効果的な「振り返

り」を活かしていくことがとても大切になると思います。 
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松本教育長 

他にご意見はございませんか。それでは、英語について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、英語は【開隆堂】が多数となりました。ご異論はございま

せんか。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、図工の審議を行います。小松選定委員から図工について報告

してください。 

 

小松選定委員長 

図工科の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【開隆堂】【日文】の２者となります。 

項目Ｂの（１）について、【開隆堂】は、５・６年下４８ページのよう

に、「伝統の技を学ぶ」において、伝統技術を継承されている方から指導

を受け、制作する様子が写真で複数紹介され、地域の方の思いを受け継ぐ

ことができるような内容となっております。【日文】は、３・４年下５６

ページのように、「ざいりょうを見つけよう」を設け、地域で手に入る材

料を用いながら都道府県の特色が紹介されており、原材料から制作される

工芸品を紹介しながら地域をより感じられる工夫が見られます。 

項目Ｂの（３）について、【日文】は、３・４年下５８ページのように、

「きをつけよう」を通して注意事項が示され、彫刻刀を使用する教材では、

児童が見たとおりの角度と方向で大きな写真を掲載するなど、事故防止に

留意する資料が発達段階に応じたものになっています。 

項目Ｃの（３）について、【開隆堂】は、５・６年下の２ページから４
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ページにあります中表紙の見開きのように、単元ごとの全作品例が写真と

ともに紹介されており、年間の見通しを持って学習を効果的に進められる

ような工夫が見られます。【日文】は、５・６年下の２ページから４ペー

ジにあります中表紙の見開きのように、「教科書美術館」が設定され、発

達段階に応じた作品や現代アート等が紹介され、年度初めの学習において

興味関心を持って進められる工夫が見られます。 

項目Ｄの（１）について、【開隆堂】は、１・２年下１８ページのよう

に、資料を補うＱＲコードが設定され、それを活用すると、制作した作品

がどのように動くのかが動画で紹介されるなど、完成までの見通しを持つ

ことができるなど、視覚的な個に応じた配慮が見られます。 

項目Ｄの（３）について、【日文】は、５・６年上３４ページのように、

「ひらめきポケット」を設け、『つなげる』『分ける』といった言葉につい

て、身の回りの具体物で実際にやってみるとどうなるのか、様々な写真を

使いながら紹介され、図画工作への興味が高まる工夫が見られました。ま

た、５・６上４０ページのように、「消してかく」という教材を設定し、

マイナスの絵画の観点を取り入れ、消すことで作品を生み出すという楽し

さが感じられる内容となり、創作意欲が高まる工夫がみられます。 

項目Ｄの（４）については、どちらにも特徴が見られました。 

【開隆堂】は、３・４年下５７ページのように、「話し合いのしかた」

を設け、意見を大切にしながら話し合い、学習を進める内容が取り扱われ、

表現力が育まれるような活動が設定されています。 

【日文】は、５・６年上１６ページのように、作品をもとにグループに

なって、見比べたり、気になることを伝え合う様子が写真で掲載され、児

童の思いをふき出しで掲載しながら、理由やポイントを伝え合えるような

工夫が見られます。 

以上２者の教科用図書についての調査結果報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

ご意見、ご質問はございませんか。 
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尾上委員 

どちらの教科書も、中表紙は、わくわくした気持ちで学習をスタートで

きそうなつくりになっていると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

子どもに興味を持たせるというのなら、【開隆堂】の５・６年下の２ペ

ージから４ページにあります中表紙を見てください。１年間にどんな作品

を制作するのかが写真で示されているので、子どもにとっても見通しが持

てます。学習の見通しを持つことは、意欲を持続させるためにも、非常に

重要です。指導者にとっても、計画を立てる上で役に立つと思います。 

 

藤本委員 

【日文】の５・６年下の２ページから４ページも見てもらえますか。こ   

ちらは芸術作品を複数載せているので、美術に関心が向くと思いますね。

どちらの教科書もインパクトのある内容で、ひきつける工夫がされている

のではないでしょうか。 

 

松本教育長 

他にご意見はありませんか。 

 

尾上委員 

選定委員の報告にある[Ｅ体裁]の（１）ですが、【日文】の特長として

挙げられている、「白抜き文字」は、どういったところで見やすいのです

か。やはり、美術的な視点があるのでしょうか。 

 

松本教育長 

選定委員の方、お願いします。 

 

小松選定委員長 

例えば、【日文】の３・４年下８ページをご覧ください。黒板をイメー
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ジして、めあてを強調しているのがわかると思います。黒い背景に白抜き

で文字を表示することで、明度が変化し見やすくなるようです。目にとま

りやすい工夫としては、美術的な要素もありますが、ユニバーサルデザイ

ンの要素もあります。 

 

尾上委員 

だれにとっても学びやすいユニバーサルデザインの観点は、重要視され

なくてはいけないと思います。 

 

藤本委員 

ユニバーサルデザインで言うと、先ほどの選定委員の報告でありました

観点Ｂの（３）で児童のアングルにすることが事故防止とありますが、ど

ういうことでしょうか。少し詳しく教えていただけませんか。 

 

松本教育長 

選定委員の方、お願いします。 

 

小松選定委員長 

まずは、【開隆堂】３・４年下５４ページをご覧ください。彫刻刀を使

う場合、持ち手でないもう片方の手も、刀に添えて彫り進めます。しかし、

子どもたちは彫る箇所に集中してしまい、ついつい刀の進む方向に、添え

手をもっていってしまうことがあります。そうすると、万が一、刀がすべ

ってしまった時に、添え手にあたり、指を傷つけるような事故が起こるこ

とになります。その点においては【開隆堂】も、注意されています。 

ここで、【日文】の３・４年下５８ページをご覧ください。 

初めの写真が児童の視点に立った写真となっています。つまり手前から

奥に彫り進める写真になっているのです。 

 

藤本委員 

【日文】のように、手前から奥にまっすぐと、添え手を手前にして彫り

進める写真だと、指導する時に大変わかりやすく、役立つと思います。 
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松本教育長 

他にご意見はございませんか。 

 

嘉名委員 

【日文】の「分ける」の写真がいいと思いました。５・６年上３４ペー

ジを見てもらえますか。図工の新しい一面を見ているようですね。「つな

げる」という教材もありますよね。 

 

松本教育長 

選定委員どうですか。 

 

小松選定委員長 

【日文】３・４年上の３４ページを開けてください。「つなげる」とい

うテーマにおいても、身の回りにある具体物がどのようにつながっている

のかを考えることができるような工夫が見られます。 

 

尾上委員 

どれもどこかで見たことのある「つなげる」写真ですね。身の回りにあ

る物がつながると、いろいろな形に見えるという、子どもの発想を広げる

活動ですね。私の子どものころに比べると、ずっと想像力が広がる教科書

になっていますね。 

 

嘉名委員 

「分ける」や「つなげる」から想像を広げる。図工という芸術的な教科

では、創造する力も育んでいきたいです。そういった意味では、【日文】

の「消してかく」というのが、非常に興味深いのですが、５・６年上４０

ページを見てもらえますか。マイナスの絵画の観点を詳しく聞かせてくだ

さい。 

 

松本教育長 
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選定委員、少し説明していただけますか。 

 

小松選定委員長 

図工は描いたり、作ったりしてどんどん形作られていくものです。この

活動は黒く塗ったものを、塗るとは逆の「消す」作業をすることで形作ら

れていきます。これはまさに逆転の発想であり、創造力を育むとてもおも

しろい教材と考えます。 

 

嘉名委員 

子どもたちがわくわくしながら、手や消しゴムを真っ黒にして、無心で

創作する様子が、目に浮かびます。これがきっと、創造するということな

のでしょうね。学校でも扱ってもらいたい教材です。 

 

藤本委員 

これは、新しい発想ですね。おもしろい教材ですね。やはり図工は想像

と創造のどちらの力も育てる教材を扱うのがいいのでしょうね。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんか。 

それでは、図工について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、図工は【日文】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、生活科の審議を行います。選定委員から生活科について報告
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してください。 

 

清水選定委員 

「生活科」の選定報告をいたします。選定の対象は、【東書】【大日本】 

【学図】【教出】【光村】【啓林】【日文】の７者となります。 

項目Ａの（２）について、【教出】上８ページでは、保育園や幼稚園で

の活動と比較できるようになっており、保幼小の連携を意識した学習活動

が展開できる構成となっています。 

項目Ｂの（１）について、【教出】下４２、４３ページでは、各地のシ

ンボルが示され、児童が自分の住んでいる地域の伝統や誇りに感じている

ものに目を向けるきっかけとなるよう、配慮されています。 

項目Ｂの（３）について、【東書】は、上巻末に「ポケットずかん」が

あり、本体から切り離し、持ち運びができるうえ、実物大の花や昆虫が掲

載されており、見比べやすいよう配慮されています。また、【教出】は、

下１１７ページから「学びのポケット」があり、伝え方や電話のかけ方な

どが示され、知識や技能が身に付けられるよう工夫されています。 

項目Ｂの（４）について、【日文】下１３５ページのように、盛り上が

り印刷で、凸部分を作り、点字を直接体験できるようにしており、関心を

高める工夫が見られます。 

項目Ｃの（３）について、【啓林】上の巻頭、下の巻末のように、紙面

の大きさを変えて、生活科の学びはじめと学び終わりにアクセントを付け

る工夫が見られました。また、【日文】上５８ページのように、ページ下

部に学習の「めあて」を示し、児童自らが課題を意識しながら学習できる

よう工夫されています。 

項目Ｃの（４）について、【啓林】下「３年生へのステップブック」６，

７ページには、生活科の学びが３年生以降につながっていくことを示すと

ともに、将来の夢にもつなげて考えられるような構成となっています。 

項目Ｄの（１）について、【東書】では、目次にＱＲコードを掲載し、

活動の約束や虫の鳴き声のコンテンツにアクセスできるようになってい

ます。【学図】では、下４０ページノートの例が示され、学習を深めるた

めの見本となるよう工夫されています。 
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項目Ｄの（２）について、【大日本】では、下６９ページのように、劇

で表現する場面があり、表現を楽しみながら活動する場面が例示されてい

ます。また、【教出】では、上１２０ページのように板書例を示すことで、

思考の流れが見えるよう工夫されています。 

項目Ｄの（３）について、【大日本】では、下１１２ページのように、

夜の間の様子を学習するための付録があり、児童の興味を高めるような内

容となっています。 

項目Ｄの（４）について、【教出】では、上１３１ページのように、伝

えるための具体的な言葉の例などが掲載されており、言葉の広がりにつな

がる内容となっています。【光村】では、上１４５ページのように、活動

を通じた自分の思いを書いて表現することができるよう工夫されていま

す。また、【啓林】では、上４３ページのように、学習を通じて学んだこ

とを生活に生かすことができるような工夫が見られました。 

項目Ｅの（１）について、【学図】と【日文】に同じような特長が見ら

れました。【学図】では、上１６ページ、【日文】では、下３２ページのよ

うに、色とイラストで学習内容が分かるように工夫されています。 

以上で、７者の教科用図書についての報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

藤本委員 

子どもたちの興味・関心という点で【大日本】におもしろい工夫があり

ます。上８ページを見ていただけますか。学校探検への準備として、付録

がつけられています。入学して間もない子どもたちにとっては、このよう

な付録を作って学校探検を行うというのは、とてもわくわくして楽しいの

ではないでしょうか。 

 

嘉名委員 

生活科の学習は１・２年生が対象なので、わくわくする気持ちがもてる
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ような教材があるのは魅力的ですよね。その点では、【東書】上巻の巻末

資料「ポケット図鑑」もいいなと思いました。これは、切り離すことがで

きるので、観察する際に持ち運べるのですが、例えば、図鑑に掲載されて

いる植物を校庭に探しに行く活動などがあれば、子どもたちはわくわくし

て楽しいのではないでしょうか。さらに、図鑑に掲載されている植物が実

物大ということも、紙面が大きいということを最大限活用していて、おも

しろいですね。 

 

藤本委員 

巻末資料はどこの発行者も工夫していますね。日常生活で大切なことや

道具の使い方など、各発行者で共通するものもあれば、それぞれ特徴的な

ものもあり、比較するとおもしろいですね。例えば【日文】ですね。上１

４２・１４３ページを見ていただけますか。ここではぞうきんの絞り方や

服のたたみ方などが掲載されていますが、学校生活ですぐに使えそうな内

容でなかなかおもしろいなと思いました。 

 

尾上委員 

巻末資料に関してですが、【大日本】上１２２・１２３ページを見てい  

ただけますか。こちらでは、料理について取り上げられています。どれも

発達段階を考慮した簡単な料理ですし、食育や高学年の家庭科とも結びつ

く内容なので、おもしろいと思いました。 

 

澤田教育長職務代理者 

【教出】下１３２・１３３ページを見ていただけますか。ここでは、各

単元で学習したことと関連のある図書が紹介されています。学んだことの

発展的な学習として活用できるのではないでしょうか。また、本市は、小

学校で「読書ノート」の活用など読書活動に力を入れていますが、読書活

動の推進という意味でも効果的だと思います。 

 

嘉名委員 

【教出】の図書の紹介は、私もいいなと思いました。単純に図書の本を
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紹介しているのではなく、単元に関連させている点がいいですね。 

 

松本教育長 

他にご意見はありませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

【学図】と【教出】は目次に活動時期の目安を掲載しており、１年間の

見通しをもてるのが非常にいいと思いました。 

 

藤本委員 

澤田委員の意見に同感です。教材の配列について言えば、【啓林】と【日

文】では、安全に関する内容が上巻のはじめの方に扱われており、身を守

るための学習が入学当初に行われるように配慮されていますね。発達段階

を考えると、この時期に安全について学習することはとても大切なことだ

と思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

最近は登下校の安全に関することが問題となっていますから、１年生の

早い段階で、安全について学ぶことは必要なことだと思います。 

 

松本教育長 

様々な機会に安全を意識させることは大切だと思います。他にご意見は

ありませんか。 

 

嘉名委員 

【教出】下４２・４３ページを見ていただけますか。各地のシンボルが

いくつか紹介されています。本市の子どもたちも、自分たちの校区や市の

シンボルについて考えるような活動を行えると思うのですが、例えば、認

定されたばかりの日本遺産をからめて学習するのもおもしろいのではな

いでしょうか。 
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藤本委員 

日本遺産は市のシンボルとして紹介できますよね。そのような学習を通

して、地域や郷土に誇りをもつきっかけになる子どもが増えるといいです

ね。 

 

尾上委員 

【光村】上１４５ページを見ていただけますか。各単元の終わりに、振

り返りや自分自身の思いを書き込んだシールを貼る活動があり、楽しみな

がら表現力を育むことができるように工夫されています。ただ書くだけで

はなく、それを貼るという作業を加えることで、子どもたちは楽しんで活

動できると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

私からも活用力に関していいですか。【教出】下１２１ページを少し見

ていただけますか。ここでは、順序をつけて考えたり、分類したりする学

習方法について、言葉だけでなくイラスト付きで示されていますね。これ

は、活用力を育むための一つの手立てとして、どの児童にとってもわかり

やすい例示だと思います。 

 

嘉名委員 

私も澤田委員の意見に同感です。さらに付け加えると【教出】下１０６・

１０７ページをごらんいただけますか。ここでも思考ツールの一つである

「Ｘチャート」の板書例が掲載されています。また、同じく【教出】の上

１３１ページでは、伝えたい時に使う言葉や伝え合うために必要なことが

具体的に示されており、表現力を育むための工夫もされていると思いまし

た。 

 

松本教育長 

その他ご意見はございませんか。 

それでは、生活について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 
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 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、生活は【教出】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、保健の審議を行います。選定委員から保健について報告して

ください。 

 

清水選定委員 

保健の選定報告をいたします。 

   選定の対象は、【東書】【大日本】【文教】【光文】【学研】の５者となり

ます。 

項目Ａの（２）について、【東書】【光文】【学研】に地域での活動が掲

載されています。【東書】５・６年３３ページ等のように地域の方の活動

が大きく取り上げられています。 

項目Ｂの（１）については、【大日本】の３・４年３４ページに、子ど

もの成長をお祝いする行事が取り上げられ、自分たちの成長は、家族や地

域とつながっているということが意識できるような仕組みがあります。 

項目Ｂの（２）については、【学研】５・６年２９ページに、「もっと知

りたい・調べたい」で地域の防災活動などが紹介されています。 

項目Ｂの（３）について、【東書】は、５・６年１８ページに「ストレ

スカレンダー」を設け、１週間の記録をつけることで、自分のストレスを

予測し対処しやすくする仕掛けがみられます。 

項目Ｂの（４）について、【東書】では、５・６年７ページ等にあるよ

うに、挿絵や写真に高齢者、障がい者、外国人などが多く取り上げられ、

様々な人と共に暮らしていることについて配慮されています。 

項目Ｃの（４）については、【東書】３・４年１0 ページに自分たちの
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体には、部分ごとに呼び名があること、また併せて英語での呼び名も紹介

しており、他教科との関連が取り扱われています。また【学研】５・６年

２９ページには、身を守る行動を表す英単語が紹介されています。 

項目Ｄの（１）について、【大日本】５・６年８・９ページのように見

開き１ページが１時間の学習分になるよう設定されております。また【光

文】３・４年２２ページには、学習のまとめで語句や記号を選択でき、個

に応じた観点について配慮されております。【学研】３・４年１８ページ

には、学習のふり返りを文字だけでなく、顔マークの記号を選択すること

で達成度を記入させており、簡潔に書き込みが可能なこと、またそれぞれ

の顔マークを縦に並べることで、自分の全体の達成度が視覚的に確認でき

るよう工夫されています。 

項目Ｄの（２）について、各者ロールプレイやアサーションを体験させ

ることで、実際の場面に遭遇した際の対処ができるよう体験させています

が、【大日本】５・６年４７ページでは、喫煙の誘いの場面で、相手の気

持ちも自分の気持ちも大切にしながら、自分はどのようにしたいのか提案

できるよう、アサーションを用いて断ることを体験させています。 

項目Ｄの（３）について、【文教】３・４年１３ページにあるようにペ

ージの脚注にメッセージや豆知識を掲載し、学習内容を補足したり、意欲

を高めるよう工夫されております。 

項目Ｄの（４）について、【東書】５・６年２３ページのように、「ステ

ップ３」を深める・伝えると設定し、他の人の意見を聞き、考えたことわ

かったことを記入する欄があります。毎時間児童が学習した内容を自分の

生活に活用することを表現できるよう工夫されています。 

項目Ｄの（５）については、【文教】３・４年１６ページのように、各

単元の後ろに「わたしの〇〇宣言」があります。学習した内容を活かし目

標設定し、みんなの前で宣言することで、学習を振り返り自分に当てはめ

て考えることができるよう設定されています。また【光文】３・４年４0

ページのように各単元の終わりに「学習のまとめ」のページがあり、二段

階で学習のふり返りができるよう設定されています。 

以上、５者の教科用図書についての調査結果報告を終わります。 
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松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

藤本委員 

近ごろ、見守りや防犯対策がよく言われていますが、保健の教科書の中

には、この視点で掲載されている内容はありますか。 

 

松本教育長 

選定委員、どうですか。 

 

清水選定委員 

防犯の視点で言えば、４者で地域の「安全マップ」を取り上げていまし

た。【東書】は、５・６年３７ページに、【大日本】は、５・６年２９ペー

ジに、【文教】は、５・６年２３ページに【学研】では、５・６年２７ペ

ージに掲載されていますので、ご覧ください。 

 

藤本委員 

防犯に関しては、どれも工夫していますね。 

 

尾上委員 

【東書】【大日本】【学研】は、安全マップの作り方が掲載されています

ね。安全マップを作成したことがないので、こういう手順が示されている

と、学習が進めやすいと思います。【学研】の５・６年２７ページには、

実際に自分の住んでいる地域を歩いてみることを勧めているように思い

ます。自分たちの地域をいつもと違う視点で見て確認し、新たな地域の様

子を知ることにもつながると思います。 

 

嘉名委員 
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【東書】は、５・６年３７ページでは、地域安全マップの例を大きく写

真で示し、作る目的や注意点が記載されています。１ページ全体に地域安

全マップ作りを勧める内容が取り入れられています。 

さらに安全マップ作りの目的もかかれていて、「家庭や地域の人たちと

一緒に点検したことをもとに作ってみましょう」とあります。このような

活動は、まさしく本市の実情と合致しているのではないかと思いました。 

 

松本教育長 

他にどうですか。 

 

澤田教育長職務代理者 

今回の学習指導要領の改訂の基本的な考え方の一つに、「伝える力を養

う」ことが挙げられています。改訂された内容を特長的に取り上げている

ところはありましたか。 

 

清水選定委員 

保健の各単元の目標には、それぞれ考えたことを「表現すること」が加

えられています。 

その点では、【光文】では、３・４年１８ページにあるように、話し合

い活動を促している箇所が一番多いです。また、記入箇所が多いのは、【東

書】です。【東書】は５・６年３４・３５ページにあるように記入欄が広

く設けられているのが、特長としてみられました。 

 

澤田教育長職務代理者 

【東書】は５・６年３４・３５ページを見ると、ただスペースが広いだ

けでなく、書き込むときの細かい指示もあり子どもたちが考えを深めるの

に役立つと思います。 

 

尾上委員 

教えていただきたいのですが、保健の授業では、算数や国語のようにノ

ートは用意しないのですか。 
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松本教育長 

   選定委員、どうですか。  

 

清水選定委員 

保健は、１学年で行う時間数が少ないこともあり、ノートを作って学習

することは少ないかと思われます。 

参考までに、小学校の保健の授業時数は、第３学年第４学年の２学年間

で８時間程度、第５学年第６学年の２学年間で１６時間程度となっており

ます。 

 

尾上委員 

よくわかりました。ある程度考えたことを書き留めるスペースがある方

が、扱いやすいということですね。 

【学研】では、３・４年１８ページのようにどの単元も最後は、「学習

をふりかえる」「学びを深める」「明日につなげる」となっています。記入

の仕方が定型で用意されていて、子どもたちもまとめをしやすいと思いま

す。顔マークで達成度を並べているのもわかりやすく、他の単元と比べや

すいように思います。 

 

嘉名委員 

【東書】５・６年２３ページを見ていただけますか。ここでは「ステッ

プ３ 深める・伝える」に「他の人の意見を聞いて考えたことやわかった

ことを書きましょう。」の設問が用意されています。これは、このページ

だけでなくて、２７ページにも、３１ページにも３５ページなどにもあり

ます。友だち同士の対話を通して、自分の考えを深めることにつながって

いくと思います。こうしたコミュニケーションの幅を広げる内容が盛り込

まれていることは、これからの教育に必要なことと思います。 

 

松本教育長 

   他の観点でもご意見はありませんでしょうか。 
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澤田教育長職務代理者 

私は、保健の学習では、自分の健康管理について小学校から中学校へと

つながり、また小中学校で学んだことが生涯の健康につながっていくこと

を意識してほしい。その点で見ると、【東書】５・６年８１ページには、

「小学校の保健の学習を終えたみなさんへ」として、小学校の卒業が最後

の１ページを使い取り上げられている。これまで学習してきたことをもと

に元気に中学校の生活をむかえましょうと書かれていて、これからはじま

る中学生活へのつながりが晴れやかに意識させられていて非常にいいと

思います。 

 

松本教育長 

澤田委員の視点は小中一貫教育を推進する本市にとって大事ですね。他

にご意見はございませんか。 

それでは、保健について採択いたします。本市の教科用図書としてふさ

わしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、保健は【東書】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、道徳の審議を行います。選定委員から道徳について報告して

ください。 

 

清水選定委員 

道徳科の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【学図】【教出】【光村】【日文】【光文】【学研】
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【あかつき】の８者となります。 

項目Ｂの（３）について、【日文】は、１年もくじのように、文字を使

わず絵で教材が並べられており、発達段階に応じたものとなる工夫が見ら

れます。また、６年９０ページのように、ふりがなのついた漢字が同じペ

ージに二度出てくる際においても、同じようにふりがながつけられており、

「読む」ことへの負担が軽減され、より内容が理解しやすくなるよう工夫

が見られました。 

項目Ｂの（４）について、【光村】は、５年もくじのように、「いじめを

許さない心」として複数の教材とともにユニット化して配置され、コラム

とともに掲載されております。【学研】は、６年２２ページのように、「子

どもの権利条約」を取り扱い、４つの権利の柱が保障された国際的な条約

から、権利や義務について考えられるような構成となっております。 

項目Ｃの（３）について、【学図】は、５年６ページのように、各教材

の初めに発問等が記載されておらず、児童が主体的に考えられるよう配慮

されています。【学研】は、１年３６ページのように、見開きを使った大

きな写真が掲載され、学習を効果的に進められる工夫がみられました。 

項目Ｃの（４）について、【東書】は、５年１７６ページのように、全

学年において音楽教材を取り扱い、教科と関連しながら、豊かな心が育ま

れるような工夫がみられます。【光村】は、５年２２ページのように、「情

報と向き合う」として、インターネットの特性を挙げながら、児童が利用

する際のマナーを考えられるような工夫が見られます。 

項目Ｄの（１）について、【学図】は、６年別冊「まなび」９ページの

ように、コラムにおいて本が紹介されています。同様に【光村】も、６年

２７ページに、【あかつき】も、６年２７ページに取り扱いがあり、読書

活動につなげることで発展的な学習となるような工夫が見られます。また、

【日文】は、１年４８ページのように、教材の初めに主な登場人物がイラ

ストで提示され、【光文】でも、３年５６ページのように、同様の工夫が

見られ、誰の気持ちを追いながら教材を読み進めればいいのかが具体的に

視覚化されることで、読解が苦手な児童にとっても内容が把握しやすくな

るなど、個に応じた配慮も見られます。 

項目Ｄの（２）について、【東書】は、５年２９ページのように、「考え
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るステップ」において、立場を交代して考える学習方法が設定され、体験

的な学習となるような工夫が見られました。また、【日文】は、４年５４

ページのように、「学習の手引き」において、グループでの話し合いや問

題解決の場面を取り入れ、道筋を立てた学習展開の中で問題解決的な学習

ができるような工夫が見られます。 

項目Ｄの（３）について、【光文】は、５年９０ページのように、「知っ

てるつもりビンゴゲーム」を設定し、ゲーム的要素を盛り込み、興味を持

って学習に向かえるような工夫が見られます。【学研】は、２年８ページ

のように、「自分のことを書いてみよう」が設定され、意欲を高め主体的

に取り組めるような工夫が見られます。 

項目Ｄの（４）について、【光村】は、４年４４ページのように、教材

末に「考えよう・話し合おう」「つなげよう」が設定され、自分の考えを

表現し、生活につなげられるような工夫がみられます。また、【日文】は、

４年別冊「道徳ノート」２ページのように、１つの教材に対して１ページ

分の記述欄が設けられ、書くことで自分の考えを深め、他者との考えを整

理するなど、表現力や活用力を育むための工夫が見られます。 

項目Ｄの（５）について、【日文】は、５年別冊「道徳ノート」７ペー

ジのように、教材ごとに選択式で振り返りができるよう工夫されています。

さらに、各教材の下段は、文字以外でも振り返りができ、多様な学習活動

でも活用できるなど、学習したことを深める工夫がみられます。また、４

０ページのように、年間を振り返る記述欄も保護者記入欄とともに設けら

れています。 

以上、８者の教科用図書についての調査結果報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

答申で、Ａの（１）を見ると、【光村】と【日文】の２つの教科書で、
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新学習指導要領に特長があると書かかれていますが、もう少し具体的に聞

かせてください。 

 

松本教育長 

   選定委員、どうですか。 

  

清水選定委員 

【日文】の３年１ページをご覧ください。道徳の内容に「主として自分

自身に関すること」というのがあります。ここでは「自分」と示し、そこ

から「周りの人」、「みんな」「生命・自然」と、広がっているのが図でわ

かるかと思います。今回の改訂で、児童にとっての対象の広がりに即して

整理されています。その点において特長のある２者を取り上げています。 

 

尾上委員 

「自分」から広がっていく様子が、図でよくわかりますね。子どもの成

長にしたがって、関わる対象がどんどん増えていくのだということが大事

なんでしょうね。道徳の価値も、子どもの成長とともに広がっていくこと

が大事なんでしょうね。 

 

松本教育長 

自分自身のことから集団、そして社会や自然へと対象が広がるほうが、

子どもにとっても理解しやすく、さらに図で示すことで、イメージを持ち

やすくしているのでしょうね。 

他にご意見はございませんか。 

 

藤本委員 

私は、今、ニュースでもよく取り上げられている“いじめ”について、

どう扱うのかが気になります。いじめは学校現場で問題となっていますね。

いじめについて深く考えるために、各教科書にどんな特長があるのか、違

いを教えていただけますか。 
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松本教育長 

選定委員。いじめに関して、発行者の特長を少し説明していただけます

か。 

 

清水選定委員 

教材の配置に関して、各発行者で特長が見られました。複数教材を合わ

せてユニット化して、連続して扱う配列のことなのですが、このユニット

化して取扱う発行者もあれば、年間を通して、まんべんなく配置して取り

扱っている発行者もあります。 

 

澤田教育長職務代理者 

いじめ問題は、これまでも絶対にあってはならないと指導されてきまし

たが、それでもなくならない。非常に残念なことではありますが、学校現

場では、よくがんばっていると思います。道徳の授業でも、子どもたちに

考えさせる時間をつくって、連続して取組む必要があると思うのですが、

どうでしょうか。 

 

松本教育長 

選定委員にお聞きしますが、澤田委員のいう点でみると、先ほど説明い

ただいたユニット化して、いじめを取り扱っている教科書はどこですか。 

 

清水選定委員 

ユニット化しているのは、【日文】【光村】【東書】の３者です。 

【日文】は、５年もくじをご覧ください。「いじめをなくすために」とし、

３教材と心のベンチが続けてあります。【光村】は５年もくじを開けてく

ださい。「いじめを許さない心」とし、２教材にコラムが続けてあります。

【東書】は５年を開けてください。もくじで「いじめのない世界へ」と、

２教材が続けてあります。 

 

嘉名委員 

澤田委員のおっしゃったことから考えると、一回だけの授業で終わるの
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ではなく、２回、３回と連続して扱うのも大事かもしれませんね。一度授

業でいじめについて考えたことで、子どもたちの行動に何かしら、良い変

化があるかもしれません。その続きで、また、いじめについて取り上げて

授業をするという繰り返しが、いじめを深く考えることにつながるのでし

ょうね。 

 

尾上委員 

私も、このユニット化した取り上げ方は、とても工夫されていると思い

ました。 

 

松本教育長 

   他にご意見はございませんか。 

 

藤本委員 

学習の手引きというのが、【日文】にありました。４年５４ページを見

てください。私は、このページですが、工夫されていると思いますね。か

なり丁寧に道筋が示されていると思いますよ。 

 

澤田教育長職務代理者 

藤本委員がおっしゃった学習の手引きを見ると、これは、問題をつかん

で、考え、そして、どう解決するのかという、問題解決的な学習の一連の

流れになっています。 

 

嘉名委員 

ちょっとした工夫ですが、新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学

び」につながるような、問題解決型の授業になるというわけですね。 

 

松本教育長 

学習指導要領の話が出ましたので、この観点でご意見をいただけません

でしょうか。 
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澤田教育長職務代理者 

新学習指導要領でいくと、活用力や表現力がポイントかと思います。Ｄ

（４）「活用力や表現力を育む工夫」というところでお聞きしますが、こ

の記載に教材末と別冊という違いが見られるようです。 

 

松本教育長 

   選定委員から説明をお願いします。 

 

清水選定委員 

別冊と教材末についてご説明いたします。別冊をつけているのは、【学

図】、【日文】、【あかつき】の３者です。別冊には、発問に対する考えや、

振り返りなど、考えを書く部分が盛り込まれ、書き進めることで考えを深

め、表現力が育まれるような工夫が見られます。 

また、別冊がついていない教科書としては、例えば、【学研】５年２６

ページのように、教材の最後に「考えよう」というコーナーが設けられて

おり、問いとして投げかけられることで、自分の考えをまとめられるよう

促す工夫があります。 

 

尾上委員 

私の感想になりますが、考えを書く作業があることは、子どもたちにと

って、なかなか難しいことではないでしょうか。 

 

松本教育長 

この前まで、学校現場にいたものとして申しますと、書く作業での子ど

もたちは、じっくりと時間をかけて考えているように思います。中には、

発言することが苦手な子どももいます。しかし、書くことで自分の考えが

整理されているように思います。 

尾上委員がおっしゃるように、もちろん書くことが苦手な子どももいま

すが、道徳では、書くことが大事なのではなくて、考えを深めることが重

要であると言われています。 

また、教科化になり、教員にとっては、評価していかなくてはなりませ
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ん。子どもがどんな考えを持ったのか、授業の中での発言だけではわから

ない部分も、書き残すことで評価に役立っていると聞いています。 

 

藤本委員 

私も、書くそして伝えるということは大事だと思います。この【日文】

６年別冊の２ページを見てもらえれば、書くスペースも大きくとられてい

て、この下の段にあるドットのスペースでは多様な活用ができそうです。

非常に工夫されていると思いますね。 

 

尾上委員 

自由に書いてもいいスペースがあると、自由な発想や書くことが苦手な

子も抵抗なく書けそうと思いました。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんでしょうか。 

   道徳について採択いたします。 

   本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、道徳は【日文】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

   それでは、国語の審議を行います。選定委員から国語について報告して

ください。 

 

森本選定委員 

国語科の選定報告をいたします。 



37 

 

   選定の対象は、【東書】【学図】【教出】【光村】の４者となります。 

項目Ａの（２）について、【東書】では６年１５８ページのような、「書

くこと」を取り扱うページ数が多く、本市において学力向上の取組みの一

つとして進めております言語能力が身につくように設定されております。 

項目Ｂの（２）について、【学図】４年下６２ページには、都道府県名

の漢字を地図と対応させ、地名入りの短歌と結びつけて設定されておりま

す。また、【光村】では、４年上６０ページと９８ページで東日本と西日

本に分けて、地図と対応させながら、文づくりとローマ字表記での課題が

設定されております。都道府県名の漢字を使った文づくりの課題は【教出】

４年上１０４ページにも設定されております。【東書】４年下１０８ペー

ジでは、新出の表記と読みが学べるように設定されております。 

項目Ｂの（４）について、人を思いやる心について考える教材や平和に

ついて考える教材は、４者ともございますが、【光村】では、３年下１１

ページ、５年１０５ページ、６年２４０、２７６ページと平和について考

える教材が中学年から高学年まで発達段階に応じて設定されており、高学

年では自分の考えを持ちまとめるように設定されております。 

項目Ｃの（３）について、【東書】は４年上８８ページから９１ページ

のように広告写真が見開きで掲載され、比較して学べるよう工夫されてい

ます。【光村】では、５年１５０ページのように挿絵や図、グラフ、写真

が多く使われ、色の区別が識別しやすいように配慮されております。 

項目Ｃの（４）について、【東書】では、３年上５６ページのように他

教科や領域との合科的な指導が図れる内容となっております。【学図】で

は、３年上１２０ページのように社会科など他教科へ学習が広がるよう工

夫されております。【教出】３年上７２ページも理科の調べ学習など他教

科へ学習が広がるよう工夫されております。【光村】４年下５３ページ社

会科等他教科との関連が図れるようなテーマを取り扱っております。 

項目Ｄの（１）について、【学図】は３年上２８ページのように、見開

きでノート作成例があり、自分と友達の考えを話し合い活動の中でまとめ

る方法が掲載されております。【東書】や【教出】でも同様にノートづく

りの例が掲載されております。【光村】６年２５４ページでは、図表の活

用の仕方、各種通信文の書き方等、他教科や生活に活かせる活動が掲載さ
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れています。 

項目Ｄの（４）について、【東書】は５年１５１ページのように、説明

文を読んだ後に、そのめあてや内容に応じて書く活動や調べる活動等を設

定し、まとめる力や表現力を身に付ける内容となっております。【教出】

３年上５８ページでは説明文の後で具体的な学習活動を順に示すことに

より、個人での学習の深まりができる内容となっております。【光村】４

年上４７ページでは単元の導入に、これから使う国語の力が提示されてお

り、３年以上の各学年には、説明文の読みのポイントを習得させ活用させ

るために、事前学習教材がある単元を設定しております。 

項目 E の（２）について、【光村】４年上４８ページのように、ページ

下に学習の観点・進め方が細かく示されており、何をどう学ぶか個人の学

びができるように工夫されております。 

以上、４者の教科用図書についての報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

国語については、どの教科書も同じような題材が取り上げられているよ

うですので、特に特長的なところで、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

尾上委員 

私は、新学習指導要領の内容と言えば、都道府県名の漢字が新たに入っ

たことにたいへん関心があります。都道府県名は、漢字で書けるようにな

ってほしいと思います。でも、ただ書けるだけでなく、興味を持たせるこ

とも大切だと思います。 

 

松本教育長 

   選定委員から、この点について説明できますか。 

 

森本選定委員 

学年別漢字配当表に都道府県を表す漢字２０字が追加となりました。そ
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の内容については、項目Ｂ(２)に記載しておりますので、それぞれご覧く

ださい。【東書】は４年下１０８ページです。【学図】は４年下６２ページ

です。【教出】は４年上１０４ページです。【光村】は４年上６０ページお

よび９８ページです。 

 

尾上委員 

【東書】は、漢字に焦点を当てたシンプルな掲載ですね。【教出】も同

じようですね。本来の漢字を学ぶという部分に特化しているのではないで

しょうか。 

 

嘉名委員 

【学図】は、地図と対応して、短歌があります。６３ページの最後にあ

る「みなさんが住んでいるところとつながりのある短歌をさがしてみまし

ょう」という部分がいいです。漢字に加えて、社会科の内容が学べます。

本市では、総合の時間でふるさと学をやっているので、その学習へもつな

がると思います。 

 

藤本委員 

【光村】は、９８、９９ページにも東日本と西日本の２回に分けて掲載

されていますよね。こちらも地図との対応があり、社会科の学習にもなる

と思います。９９ページの最後の部分に「都道府県名をローマ字で書きま

しょう。」というのがいいのではないですか。本市で力を入れている英語

につながる学習もあわせて学べます。興味を持って学ぶという点では、私

は１年生から英語を学んでいる本市の教育と合っていると思います。 

 

松本教育長 

   他の観点でのご意見がありましたらお願いします。 

 

藤本委員 

本市は、小学校で「読書ノート」の活用など読書活動に力を入れていま

すが、その点について新学習指導要領の内容を教えてください。 
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森本選定委員 

読書に関するご質問ですが、新学習指導要領では、本を探したり読んだ

りする方法を学ぶだけでなく、読書の意義や効用について理解することが

できるよう、中学校まで見通した指導事項として系統的に新設されており

ます。また、情報活用に関する言語活動として、各学年共通して学校図書

館などの利用を強調しております。 

 

尾上委員 

今の説明であれば、ただ単に読書をするだけでなく、学校図書館は情報

活用のために活用することに重点が置かれるということですね。 

 

嘉名委員 

情報の活用でしたら、私は【光村】５年１４８ページがいいと思いまし

た。見てもらえますか。統計資料の読み方が掲載されています。また次の

ページには、グラフや表などがあり、それを用いて自分の考えを説明する

学習があります。 

生活していくうえで、グラフや表を活用して説明を受ける機会は非常に

多いと思います。情報を整理し、自分の意見を論理的に表現する力がこの

単元で学べると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

嘉名委員が言うように、たしかに身の回りの文章には、グラフや表が説

明に用いられていて、それを読み取る力を身に付けることはこれから必要

なことと思います。グラフを見て、自分で確かめられる力というものを河

内長野の子どもたちにもつけてほしいものです。 

 

松本教育長 

   他の観点でご意見をいただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

 

澤田教育長職務代理者 



41 

 

私は、文化・伝統を語る力を育む教材を探してきました。少し見てもら

えますか。 

【光村】４年下４４ページの「世界にほこる和紙」という教材です。こ

れは、ユネスコの無形文化遺産の内容ですが、このあと伝統工芸のよさを

伝える活動につながっています。河内長野の文化・伝統を語るストーリー

を学び、それを伝えていく力を育むのにはいい教材だと思います。 

 

嘉名委員 

澤田委員の意見に同感です。その続きの５３ページの下の部分にも、つ

ながる内容がありますね。見て頂くとわかるように、調べたことを整理し

て、説明する文章を書いてリーフレットを作り、それを読み合う学習にな

っています。 

河内長野の伝統・文化を説明する力を身に付け、例えば、他学年や地域

の方、また他の地方の方に発信できるようになると素晴らしいと思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

他にも【光村】６年２６２ページには、「対話を通して学び合う」とい

う内容があり、次のページをめくると、「デジタル機器を使って、プレゼ

ンテーションをしよう」という学習があります。これらの学習内容に取組

むことで、河内長野の文化や伝統を発信する力を育んでほしいものです。 

 

尾上委員 

   わたしも同感です。そのような力を小学校でぜひつけてほしいと思いま

す。 

 

松本教育長 

それでは、国語について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 



42 

 

松本教育長 

投票の結果、国語は【光村】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

   引き続きまして、理科の審議を行います。選定委員から理科について報

告してください。 

 

森本選定委員 

「理科」の選定をいたします。 

選定の対象は、【東書】【大日本】【学図】【教出】【啓林】の５者となり

ます。 

では、各調査の観点ごとに、特に特長のある内容について報告いたしま

す。 

項目Ａの（２）について、【東書】の、６年２１６ページでは、６年生

で学習した内容がどのように中学１年の学習に発展していくのかが単元

ごとに提示されており、中学校の学習につながるよう工夫されています。 

項目Ｂの（１）について、【教出】の、５年１４５ページでは、「大和川

の付け替え工事」が取り上げられており、地域の歴史的事業に触れられて

います。 

項目Ｂの（２）について、【大日本】の、３年１３９ページでは、一つ

ひとつの実験に対して自分で予想を立て、結果をシールで貼れるよう工夫

されています。また、【啓林】の、巻末資料「ものづくり広場」では、ペ

ットボトルを利用した風力発電の模型作りなどが、複数紹介されており、

学習を活かしたものづくりに対する興味・関心が持てるよう工夫されてい

ます。 

項目Ｂの（３）について、５者とも実験の結果を記録したノートの図が

例示されていますが、特に【啓林】の、３年５０ページでは、ノートの図

が大きく掲載されており、発達段階に配慮されています。 

項目Ｃの（１）について、【学図】４年３ページの、「４年生で栽培する
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植物」では、植物の栽培時期が示されており、計画性をもって学習が進め

られるよう工夫されています。 

項目Ｃの（３）について、【大日本】の、３年１６３ページ、同じく【学

図】の、３年１４６ページでは、身の回りのものが電気を通すものか、磁

石に引き付けられるものかという間違いやすい概念について、順序立てて

整理した図が記載されています。 

項目Ｃの（４）について、【東書】の、４年２０５ページ、巻末資料「算

数科で学んだことを活用しよう」では、実験結果をグラフに表す方法など

が示されています。また、【啓林】の、４年１９２、１９３ページ、巻末

資料「理科につながる算数のまど」では、分度器の測り方などが示されて

います。このように２者については、算数の既習事項が巻末資料で取り上

げられており、理科との関連が図られています。 

項目Ｄの（１）について、５者ともインターネットを活用し、動画コン

テンツや関連 weＢサイトが閲覧できる箇所が、教科書の中で示されてい

ます。特に【啓林】は、５年１３７、１３８ページのように新しい実験道

具が登場する箇所にＱＲコードが提示されており、その使い方が動画コン

テンツで閲覧できるよう工夫されています。 

項目Ｄの（２）について、【大日本】の４年１０３ページ、同じく【教

出】の４年１０１ページ、同じく【啓林】の４年６２ページでは、月の高

度の調べ方を、観察器具を使わずに調べられる具体例が掲載されており、

体験的な学習が進められるよう工夫されています。 

項目Ｄの（５）について、【東書】の、５年１１８、１１９ページ、「学

びをつなごう」では、穴埋め式の問題を解きながら、これまで学習した単

元の系統性がわかるように工夫されています。また、【大日本】の６年１

８２、１８３ページ、「学びをリンク」では、電気の性質やはたらきなど、

３から６年で学習した単元の系統性が整理して示されています。また、【啓

林】の、４年１７８、１７９ページ、「これまでの学習をつなげよう」で

は、気体、液体、固体の性質など、学習した単元の系統性等が整理して示

されています。 

項目Ｅの（１）について、【啓林】では、内容が伝わりやすい配色・デ

ザインが用いられており、多様な色覚の児童に対応できるよう工夫されて



44 

 

います。 

以上で、理科の報告とさせていただきます。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

澤田教育長職務代理者 

私は、学習指導要領が新しくなっても、理科では問題解決学習の進め方

が大切であると考えています。今回の改定でどのポイントが変わったのか

教えてください。 

 

松本教育長 

   森本選定委委員からお願いします。 

 

森本選定委員 

新学習指導要領では、学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう

力・人間性等の涵養が大きな目標として掲げられています。「小学校 理

科」では、科学を学ぶことの意義や有用性を実感して、科学への関心を高

めるために日常生活や社会との関連が重視されています。 

 

藤本委員 

たしかに、各発行者の教科書に、学習した科学技術が自分たちの生活に

どのように生かされているのかについて取り上げられているコーナーが

あります。中でも、【啓林】の６年８１ページにある「つなげよう」とい

うコーナーは、ほぼすべての単元の終わりに設定されていて、写真も大き

く掲載されています。これなら、子どもの科学への興味・関心を高めるの

に効果があると思います。 

 

尾上委員 

私は、科学への興味・関心という観点で、【大日本】です。５年１３６
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ページの「つくってみよう」を見てください。ふりこの学習をしたあとに、

メトロノームづくりを紹介しています。学習を活かしたものづくりがおも

しろく取り上げられているなと思いました。 

 

嘉名委員 

教科書は、随分と変わりましたね。興味づけに工夫が見られますね。 

尾上委員の言う、学習を活かしたものづくりでは、【啓林】の６年２１

２から２１５ページの巻末資料を見てください。「ものづくり広場」が風

力発電の模型を紹介するなどしていて、内容・量ともに充実しているよう

に感じました。 

 

松本教育長 

たしかに、授業の中でも子どもたちが興味を持って取り組めそうな内容

が取り上げられていますね。 

   他にご意見はございませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

先ほどの選定委員の報告にあった、【学図】の４年３ページの植物の栽

培時期が示された図。これは、計画性をもって学習が進められるという点

で、使いやすいと感じました。他の教科書でも同じような内容は扱われて

いるのでしょうか。 

 

松本教育長 

選定委員、どうですか。 

 

森本選定委員 

【啓林】の目次のページの下の部分に、「理科の季節ごよみ」というカ

レンダーがあります。そこには、植物を栽培するのに最適な時期がイラス

トと共に記されています。 

 

松本教育長 
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市内の小学校では、ここ数年で教職員の平均年齢が大変若くなってきて

います。また、子どもの減少で１学年単学級の学校も目立ってきています。  

今までは、経験のあるベテラン教員が同じ学年で植物の栽培なども指南し

てくれていたことと思いますが、経験の浅い教員にとって、このように栽

培時期や栽培するポイントがわかりやすく示されていると助かるかなと

思います。 

 

尾上委員 

私も同じです。子どもたちにとっても、見通しをもって学習が進められ

るので、安心ですよね。 

 

松本教育長 

   他にありますか。 

 

藤本委員 

【東書】と【啓林】は特に算数科の既習事項とのつながりを考えて、よ

り配慮された内容になっているように思います。少し教えてほしいのです

が、新学習指導要領では、横断的な学習を充実させることが求められてい

ると聞きました。その点で特長的なものを教えてください。 

 

松本教育長 

選定委員、お願いします。 

 

森本選定委員 

【東書】【大日本】【教出】【啓林】では、他教科とのつながりを示す記

載が所々にあります。特に理科は、算数との関連が必要になる場面が多く

あります。その点においては、【東書】の６年２１３ページの巻末資料「算

数科で学んだことを活用しよう」では、実験結果をグラフに表す方法など

が示されています。また、【啓林】の４年１９２、１９３ページの巻末資

料「理科につながる算数のまど」では、分度器を用いた角度の測り方等が

丁寧に示されています。 
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松本教育長 

他にご意見はございませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

【大日本】は、５年１３０から１３５ページのように、ふりこの１往復

する時間の規則性について「ふれはば」「ふりこの長さ」「おもりの重さ」

を変える３つの対照実験を結果まで整理されて、予想から実験、結果まで

の流れがよくわかる内容になっていました。 

 

嘉名委員 

澤田委員がおっしゃるように、観察や実験は楽しくできたが、結果や考

察にうまく結びつけられずに、深い学びにつながらないことはよくありま

すので、結果やまとめを丁寧に扱っていることは、とても重要です。 

 

松本教育長 

   その辺について、選定委員どうですか。 

 

森本選定委員 

学習したことの定着という観点については、新学習指導要領では学習を 

通して「何ができるようになるか」が重要視されています。【東書】の６

年１４９ページの単元冒頭で「学ぶ前の私」で「電気とわたしたちのくら

しにはどのようなつながりがあるのだろうか」という問いかけがあり、１

６５ページの単元終わりに「学んだ後の私」で再び同じ問いかけがされて

います。同じく【啓林】でも６年１５３ページの単元冒頭で「はじめに考

えてみよう」で「太い枝を切るはさみは、どうして持つ部分が長くなって

いるのだろうか」という問いかけがあり、１６５ページの単元終わりに「も

う一度考えてみよう」で再び同じ問いかけがされています。 

 

尾上委員 

選定委員の説明を聞いて分かりました。単元の前と後に同じ問いかけに 
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取り組むことで、子ども自身がわかったことなど実感できるよう工夫され

ているわけですね。 

 

松本教育長 

   他にご意見はございませんか。 

 

嘉名委員 

本市は、ＩＣＴ機器の導入にいち早く取り組み、教員は授業で使えるタ

ブレット型ＰＣを一人１台持って授業に活用しているようです。私の大学

でもＩＣＴ機器を活用して授業を進めていますが、特に理科という教科の

特性から見ても、機器を活用し効果的に学習を進めることは必要だと思い

ます。この点で工夫した教科書はありますか。 

 

松本教育長 

   選定委員、どうですか。 

 

森本選定委員 

今回の教科書には、それぞれＱＲコードがつけられており、ウェブ上の

関係する資料にアクセスできるようになっています。例えば６年生の教科

書で見てみると、【東書】では、２２０ページにＱＲコードがあり、これ

をタブレットパソコンで読み取れば、「Ｄマーク」が付けられているペー

ジの関連する資料にアクセスできます。【大日本】でも６年５ページから、

同じようにウェブサイトにアクセスできますし、【教出】でも６ページの

ＱＲコードから、「まなびリンク」にアクセスできます。【学図】では、Ｑ

Ｒコードで「学図プラス」のページにいき、主に器具の使い方を解説する

ようになっています。【啓林】では、多くのページにＱＲコードがありま

す。表紙にもＱＲコードが付けられていて、関連するたくさんの資料を利

用することができます。 

 

嘉名委員 

これは、タブレット型ＰＣを授業で利用している河内長野市の教員にと 
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っては、このＱＲコードはかなり便利ですね。とくに理科は動画を見せた

いですね。また、【啓林】のＱＲコードは、とてもたくさんありますね。 

 

森本選定委員 

【啓林】は、６年の教科書だけで、５０箇所以上のＱＲコードが掲載さ

れています。ＮＨＫの動画へのリンクなどもあって、多くの資料を活用で

きるようになっています。 

 

澤田教育長職務代理者 

理科は、いろんな事象を視覚にうったえて、興味をわかせ、そして疑問

を持つところから始まります。これだけ多くのデータがコンテンツとして

あるのは、非常に活用しやすいです。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんか。 

それでは、理科について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、理科は【啓林】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、社会の審議を行います。選定委員から社会について報告して

ください。 

 

坂田選定委員 

社会の選定報告をいたします。 
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選定対象は、【東書】【教出】【日文】の３者となります。 

項目Ａの（２）について、【東書】６年政治国際編１１４、１１５ペー

ジでは、「中学校に向けて」として、２ページにわたって中学校での社会

科について示されており、見通しを持ちつつ、円滑なつながりを持たせ、

中学校での学習を意識しながら学習を進めることができるよう配慮され

ています。 

項目Ｂの（２）について、【日文】４年９０、９１ページでは、「復旧か

ら復興へ向けて」として、身近な場所で起きた阪神・淡路大震災の復興に

ついて取り扱われております。 

項目Ｃの（３）について、【東書】５年上４、５ページでは、各学年の

はじめに「○年生で学ぶこと」というページが設定されており、児童が見

通しをもって学習に取り組むための配慮がされています。 

項目Ｃの（４）について、【東書】３年２、３ページ、【教出】３年１ペ

ージでは、教科書の巻頭に生活科を振り返るページが設定され、生活科と

のつながりについて触れられています。 

項目Ｄの（１）について、【東書】各学年の目次、【教出】各学年の目次、

【日文】各学年の目次では、教科書内にＱＲコードやＵＲＬが記載されて

おり、それらを読み取ると、動画やワークシート等のコンテンツにアクセ

スすることができ、補充的・発展的な学習に対応できる内容が取り扱われ

ています。 

項目Ｄの（２）について、【東書】６年政治国際編８ページから２３ペ

ージでは、学習課題について、「つかむ」「調べる」「まとめる」「ひろげる」

という段階が明示され、それぞれの学習の目当てが記載されています。 

項目Ｄの（４）について、【東書】３年３２ページの「いかす」では、

学習してきたことを活用し、学習をさらに深める内容が取り扱われていま

す。 

項目Ｄの（５）について、【教出】４年２１４ページでは、当該学年で

学習したキーワードにチェックを入れる欄があり、既習事項の中で特に重

要な言葉について確かめることができる工夫がされています。 

項目Ｅの（１）について、【日文】５年８０ページのように、「土地の使

われた」の地図において、色別のみで表現せず、柄を加える部分を多くす
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ることで、色の判断がつきにくい児童にも配慮がされています。 

以上で、３者の教科用図書についての報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

澤田教育長職務代理者 

【東書】６年歴史編１００ページを見ていただけますか。ここでは日本

遺産について扱っています。これに関連させると、５月に認定された本市

の日本遺産についての学習を行うことができると思います。この学習を通

して、ふるさとに誇りをもつきっかけになればいいと思います。 

 

藤本委員 

私も澤田委員の意見に同感です。【日文】の６年１２０ページでも、日

本遺産についての記述がありました。【日文】でも本市の日本遺産を関連

させた学習ができます。本市の魅力を再確認することで、ふるさとや郷土

への愛着が育まれるといいですよね。 

 

尾上委員 

【日文】４年９０ページをご覧いただけますか。ここでは、阪神・淡路

大震災の復興について取り上げられています。子どもたちが住んでいる身

近な地域で大きな被害がでた阪神・淡路大震災を学習することは、震災を

風化させないためにも、それから、自然災害の備えや知識を学んで、防災

意識を高めるうえでも非常に大切なことだと思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

尾上委員のおっしゃるように、自然災害はいつ起こるか分からないので、

子どものうちから防災教育について学ぶことは大切なことと思います。 

 

松本教育長 
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昨年度大阪北部地震もありましたし、防災教育を学ぶのは大事だと思い

ます。他にご意見はありませんか。 

 

嘉名委員 

【東書】の５年上４ページ、５ページを見ていただけますか。ここでは、

各学年で学ぶことが示されています。授業でも見通しをもって取り組むこ

とが大切だと言われているので、一年間どのようなことを学ぶのかを知る

ことは、子どもたちの学習を効果的にすすめるうえで重要ですし、また、

学習意欲の高まりも期待できるのではないかと思います。 

 

松本教育長 

嘉名委員のおっしゃる通り、見通しをもつことは非常に大切ですよね。

では、今回の新学習指導要領のポイントとしている所との関連については

どうですか。選定委員お願いします。 

 

坂田選定委員 

【教出】の５年１１４、１１５ページを見てください。単元をまとめる

場面ですが、対話的、問題解決的な学習を意識した構成になっていると思

います。子どもたちにとって社会的な見方や考え方の参考になると思いま

す。 

 

嘉名委員 

私は、社会的な見方や考え方で言うならば、学習指導要領で示された「対

話的な学び」の観点もいるのではないかなと思います。【東書】５年下１

３３ページを見ていただけますか。グループで話し合う活動を例示した場

面が掲載されています。他にもこのような子どもたち同士が話し合う場面

があって、「対話的な学び」を意識したものとなっています。 

次に【日文】の６年２２７ページでも、子どもたち同士の話し合いの場

面を例示しています。少し見ていただけますか。これを見ると対話的な活

動を通して考えが深まっている様子がわかると思います。また、子どもた

ちの話し合い活動のヒントになると思います。 
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澤田教育長職務代理者 

たしかに、どの教科書も、「主体的で対話的な学び」を意識した内容と

なっています。さらに付け加えるなら、活用力や表現力を育むという点で、

私は【東書】が非常に工夫していると思いました。【東書】の６年歴史編

５４ページを見てください。ここでは、単元をまとめる活動として、４コ

マ漫画にセリフをいれる表現活動というものを提示しています。他にも、

プレゼンテーションにまとめる活動、意見文にまとめる活動など、いろい

ろな例が示されていて、活用力や表現力が高まることが期待されると思い

ます。 

 

尾上委員 

私も、【東書】にまとめの活動例が多く示されているのはおもしろいと

思いました。このようにいろいろな活動があると、子どもたちは主体的に

活動に取り組めるのではないかと思います。 

 

嘉名委員 

社会というのは、調べる学習が多いような気がします。その点では、主

体的な活動を促す例があると、子どもたちもいきいきと取り組めるのでは

ないかと思います。 

 

松本教育長 

その他ご意見はございませんか。 

それでは、社会について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、社会は【東書】が多数となりました。ご異論ございません

か。 
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（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、地図の審議を行います。選定委員から地図について報告して

ください。 

 

坂田選定委員 

地図の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】と【帝国】の２者となります。 

項目Ｂの（３）について、【帝国】７ページから１８ページにかけて、

地図標記の決まり事や地図帳の使い方が１２ページにわたって詳しく説

明されており、児童の発達段階を配慮した内容となっています。 

項目Ｂの（４）について、【帝国】１ページの世界地図では、世界の国々

の言葉での「こんにちは」が、イラスト付きで説明されており、国際理解

や多様な言語について考えることができるよう工夫されています。 

項目Ｃの（３）について、【帝国】２１ページからの地図導入時のペー

ジでは、文字の字体、情報量、高低差を見分けるための色分けの種類等を

変え、初めて地図を学習する児童に配慮されています。 

項目Ｃの（４）について、【東書】６４ページの地図では、世界の料理

の写真を掲載し、家庭科や食育と関連させられる内容を取り扱っています。 

また、【帝国】１１５ページでは、手話による都道府県の表し方を紹介し

た「手話で表す都道府県」のコーナーが設けられ、インクルーシブ教育に

配慮した内容となっています。 

項目Ｄの（１）について、【東書】７９ページ８０ページでは、日本に

あるすべての世界遺産の写真が掲載されています。 

項目Ｄの（３）について、【東書】１ページから４ページでは、「地図の

ぼうけんに出発！」と題して、イラストを多用したページを設け，地図に

初めて触れる３年生の興味が高まるよう配慮されています。また、【帝国】

１３ページ、１４ページでは、地図上の距離から実際の距離を求めたり、

宝探しに挑戦したりといった活動を盛り込み、児童の学習意欲が高まるよ

う工夫されています。 
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項目Ｅの（１）について、【帝国】５４ページでは、色覚特性のある児

童にも判別しやすいように、果樹園や畑、田などには、色の下に模様を入

れています。 

以上で２者の教科用図書についての報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

澤田教育長職務代理者 

【帝国】４６ページをみていただけますか。近畿地方の地図ですが、本

市のあたりを見ると、伝統産業である「つまようじ」の記載があります。 

 

藤本委員 

つまようじのイラストも掲載されていますよね。それに、【帝国】には

河内長野のお寺についても記載がありますよね。ダムに関しては２者とも

掲載されていますが、つまようじとお寺に関しては【帝国】にしか記載は

ありませんでしたね。 

 

嘉名委員 

最近世界遺産について話題になりましたよね。【帝国】の７、８ページ

を見てください。地図についての導入ページですが、つい先日世界遺産に

登録された「百舌鳥・古市古墳群」の一部である、仁徳天皇稜付近の地図

が使われています。本市の子どもたちにとって身近な場所であり、また、

大阪で唯一の世界遺産ですから、興味をもって学習に取り組めることが期

待できると思います。 

 

尾上委員 

きっとこれからもテレビや報道等で目にする機会も多いでしょうし、身

近な場所が地図学習の導入に掲載されていることで、興味・関心の高まり

が期待できますよね。それから、興味や関心でいいますと、たしか【帝国】
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の最後のほうだったと思いますが、１１７ページを見ていただけますか。

地図帳の随所に「地図マスター」と題して、レベル別の問題が示されてお

り、問題を解いていくと、ここの丸に色をぬっていけるようになっていま

す。楽しみながら知識を習得できるだけでなく、ぬりつぶした箇所が増え

ていくと達成感も味わえるのではないかと思います。 

 

嘉名委員 

達成感という点では、【東書】の８７ページをご覧いただけますか。索

引のページですが、すべての言葉にチェック欄がついています。各学習で

習った地名などにチェックをつけていくことで、達成感を味わえるでしょ

うし、既習事項の定着にも効果的なように思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

選定委員に質問よろしいですか。新学習指導要領では、これまで地図帳

は４年生で配布されていたものですが、３年生から使用することになった

とのことですが、その点で工夫が見られる教科書はありますか。 

 

坂田選定委員 

【東書】１ページから４ページを見ていただけますか。ここでの世界地

図と日本地図は、あえて文字を使わず、イラストだけを使っており、初め

て地図帳を手にする子どもたちの発達段階を考慮したものとなっており

ます。続けて、【帝国】１９ページから２８ページにかけての地図をご覧

ください。あえて情報量を少なくしたり、文字の字体をかえたりするなど、

初めて地図帳を手にする３年生の発達段階に配慮した日本地図が掲載さ

れています。 

 

澤田教育長職務代理者 

たしかに、【帝国】１９ページからの地図と３１ページ以降の地図と比

較すると、違いがよくわかりますね。１９ページからの地図は、記載内容

を精選したり、イラストを多くしたりする工夫がみられますね。３年生と

いう発達段階を考えると、そういった配慮は必要でしょうね。 
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藤本委員 

   澤田委員のおっしゃる通り、私もこの地図は非常に見やすいと思いまし

た。 

 

尾上委員 

私は【東書】の巻頭の地図も、文字を使わずイラストだけを掲載してい

るのは斬新でおもしろいと思いました。地図帳に興味をもつ子どもが増え

そうだと思います。 

 

藤本委員 

たしかにそのページはおもしろいですよね。ただ、【帝国】は、さきほ

どの情報量を精選した地図もそうですが、地図帳の使い方にもかなりペー

ジ数をさいていますよね。【帝国】７ページを見ていただけますか。この

ページから１８ページまでを地図帳の使い方にさいています。３年生が使

うことを非常に意識した構成で、とてもいいなと思います。 

 

尾上委員 

私から地図の見やすさについて選定委員に聞いていいでしょうか。 

【帝国】の５１ページ５２ページと、【東書】の３７ページ３８ページ見

ていただけますか。２者を比較すると、同じ中部地方の地図でありながら、

見え方が違うように思いますが、なぜこのように違って見えるのか、選定

委員会では何か議論はありましたか？ 

 

坂田選定委員 

選定委員会でも議論になりました。実は２者を比較すると、土地の高さ

による色分けの種類が違います。【帝国】の方が色分けの種類が少なく、

【東書】の方が色分けの種類が多いことで、見え方が違います。 

 

尾上委員 

色分けが少ない【帝国】のほうが、はっきり見えるように思うのですが、
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どうしてなのでしょう。 

 

嘉名委員 

つまり色分けが少ないことで、高低差がより鮮明になるということです

か。 

 

坂田選定委員 

   選定委員会でもそのような理解となっておりました。 

 

嘉名委員 

感じ方は人それぞれでしょうが、小学生が使用するということを考えれ

ば、私は色分けが少ない【帝国】の方が高低差に関してとらえやすいよう

に思います。 

 

松本教育長 

では、そろそろよろしいでしょうか。 

それでは、地図について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、地図は【帝国】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、書写の審議を行います。選定委員から書写について報告して

ください 

 

坂田選定委員 
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書写の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【学図】【教出】【光村】【日文】の５者となります。 

項目Ａの（２）について、【日文】５年３７ページでは、作成した提案文

で最後には地域の方に参加を呼びかけるよう記載されています。 

項目Ｂの（３）について、【東書】３年１３ページには、学習内容を系統

的に分類・整理したものをインデックスで示して児童が学習しやすいよう

に工夫しています。【学図】５年３８ページから５３ページでは、資料が豊

富に用意され、書字技能を的確に活用できるように配慮されています。 

項目Ｃの（３）について、【東書】１年４、５ページ「かきやすい もち

かた」では実際に手を置く位置が示されているだけでなく左右両方の持ち

方の写真が掲載されています。【教出】５年２８、２９ページでは、筆の運

びの写真をひらがなの学習で掲載する工夫がされています。【光村】３年１

２ページでは筆の運びの写真やイラストを掲載する工夫がされています。

【日文】６年１６、１７ページ「平仮名と片仮名ができるまで」では、分

かりやすく伝わるよう大きな写真を使って説明がされています。 

項目Ｃの（４）について、【東書】では、４年２４、２５ページのように

国語との合科的な指導が図れる内容となっております。【教出】では、５年

１９ページから２１ページのように書写の学習が、２学期に行われます社

会見学の学習に広がるよう工夫されております。 

項目Ｄの（１）について、【光村】６年１９ページから２６ページまでの

「書写ブック」では６年間の既習事項が掲載され補充的・発展的な学習の

工夫がされています。 

項目Ｄの（２）について、【教出】６年８ページのように「練習用紙の作

り方」が掲載されており、自分のめあてに合わせた学習ができるように工

夫されています。 

項目Ｄの（４）について、【学図】６年３６、３７ページ「６年生のまと

め」には色紙や絵手紙などの作品集を作成する手立てが提示さています。

【教出】６年３０ページから３３ページには自分の好きな言葉を選んで友

だち同士で話し合う活動が取り入れられています。【日文】６年２８ページ

「言葉の窓」では季節を感じる言葉をあつめて文を作り、友だちや先生と

伝え合う活動を取り入れるよう工夫されています。 
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項目 Eの（１）について、【教出】６年３１ページのように色を使って文

字の組み立て方が視覚的に捉えられるよう配慮されています。 

以上、５者の教科用図書についての調査結果報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

嘉名委員 

最近は、スマホや携帯電話の普及に伴って、文字を書くということが減

っています。本大学の学生を見ても、メモを取るよりＰＣやスマホですね。

学習指導要領には、「文字を正しく整えて書くことができるようにする」

とあります。また、「書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育てる」

ともあります。このような観点にどの教科書も、さまざまな工夫や配慮が

されていました。 

 

澤田教育長職務代理者 

自分が学習で身に付けたものを活用するための効果として、工夫されて

いる所がありました。【学図】６年３４ページから４９ページでは、資料

が豊富に掲載されています。 

 

藤本委員 

澤田委員の資料の充実といった子どもの発達段階に応じた内容にする 

ことは、効果的に学習を進めるために大切ですよね。 

 

松本教育長 

その点に関しては、【東書】１年４ページ５ページで内容に特長が見ら

れますね。「かきやすい もちかた」で実際に手を置く位置だけではなく、

左右両方の持ち方が写真で示されています。基礎から始める１年生にとっ

ては、欠かせない配慮だと思いますが、選定委員はどうでしたか。 
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坂田選定委員 

このように、１年生の鉛筆の持ち方の指導は、学校現場で見ていてとて

も大切だと感じます。高学年になるとその指導はあまり行われませんので、

１年生でこのように丁寧に指導することで習慣化されますし、３年生から

の毛筆の学習にもつながると思います。 

 

尾上委員 

その３年生からの毛筆授業について、いいでしょうか。【光村】３年１

２ページでは、筆使いについて写真とイラストを使って分かりやすく示さ

れています。ここに記載されている「始筆」や「終筆」の写真やイラスト

はとても分かりやすいですね。３年生の最初の毛筆指導でこのような工夫

があると興味や関心が高まると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

尾上委員がおっしゃるように、筆使いの写真があると子どもにとって非

常にわかりやすいものです。さらに、ひらがなを書くことは、児童にとっ

ては大変難しいものです。【教出】５年２８ページ２９ページも見てくだ

さい。このように筆の写真とポイントが示されていると筆圧や筆の動きが

分かりやすく、これだと子どもだけでなく、教える教師にとっても効果的

に授業を進められます。 

 

松本教育長 

   選定委員の方では、この点についてどうでしたか？  

 

坂田選定委員 

効果的に進めるという点では、【日文】も工夫されていると思います。

６年１６ページ１７ページを見ていただけますか。漢字の伝来について興

味を高める配置やデザイン、色合いとなっています。シンプルな文字指導

の紙面とは区別されていることも、学習を効果的に進めることにつながる

と思います。 
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尾上委員 

これは、他の教科との関連についても工夫されているということですね。 

 

坂田選定委員 

おっしゃるとおりです。【教出】５年１９ページから２１ページでは、

社会科の工場見学の時期に合わせてメモの取り方の学習が記載されてい

ます。河内長野市では、２学期に自動車工場などへ社会見学に行く学校が

あります。適切な時期に学習できる配慮がされています。 

 

松本教育長 

たしかに他教科との関連も工夫がみられますよね。それでは、本市の課

題である「活用力や表現力を育む」ための学びという点では、特長があっ

たと思われたものがありましたか？ 

 

尾上委員 

私は面白いと思ったのが、【光村】です。６年１９ページから２６ペー

ジでしょうか。「書写ブック」というものがあったと思います。この「書

写ブック」で１年生から６年生までの学習したことを振り返ることができ

ると思います。これがあれば普段の生活の中で書写を活かせるようになる

と思います。 

 

嘉名委員 

【教出】５年８ページに工夫がみられます。「練習用紙の作り方」とい

うのがあって、子どもが自分の課題を把握して、その課題解決のための練

習を自分ですることができると思います。書写の学習でも、このように主

体的な学習が行われることは非常に大切だと思います。 

 

松本教育長 

今、嘉名委員から主体的というキーワードがありました。新学習指導要

領で示されている「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った内容につ

いてはどうでしょうか。 
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藤本委員 

私は【日文】ですかね。６年２８ページ「言葉の窓」というのがありま

す。文を作ることで終わらずに、友だちや先生と伝え合うことが重視され

ています。友だちや先生とも対話を行うことは、まさに対話的な学びの視

点が取り入れられていると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

私は【教出】で工夫されていると思いました。６年３０ページから３３

ページが主体的・対話的で深い学びの視点に立ったものと思います。 

この「好きな言葉を書く」という単元では、まず、自分にとって取り組

みたくなるような学習課題が設定されています。子ども同士の話し合いや

文字との対話で考えが広がり深まる。最後に「できた」といった学びの実

感を持たせていると思います。河内長野市の子どもたちもこのような学び

方を通して、仲間とともに学びの質を高めていってほしいと思います。 

 

嘉名委員 

   全体的にバランスが取れているのは【教出】といったところですかね。 

 

松本教育長 

それぞれについて、よさがあるようなご意見でしたけれども、よろしい

でしょうか。 

それでは、書写について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、書写は【教出】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 
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松本教育長 

それでは、算数科の審議を行います。選定委員から算数科について報告

してください。 

 

木村選定委員 

算数科の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【大日本】【学図】【教出】【啓林】【日文】の６者

となります。 

項目Ｂの（２）について、【教出】１年１３４ページのように、かさの

単元において、等しい量のものを、形の違ういくつかの容器に移し替える

とき、見かけは変わるが量は変わらないということに気付かせるための導

入が取り扱われています。 

項目Ｂの（３）について、【日文】では、５年上３０ページのように、

学習の流れに応じた児童の写真を取り入れ、学習活動が深められるよう工

夫されています。 

項目Ｃの（３）について、【東書】５年下７０ページ、【大日本】５年１

５７ページ、【日文】５年下４５ページのように、割合の単元の数直線で、

「くらべる量」と「もとにする量」が色分けされており、児童が数量関係

を理解し立式できるよう工夫されています。【学図】では、１年上６７ペ

ージのように、「なんばんめ」の単元で、「め」に色を付けて用語によって

数え方の違いを意識させる工夫がされています。また、イラストが整理さ

れており、数え方の理解ができるよう工夫されています。 

項目Ｄの（１）について、【日文】では、４年上５５ページのように、

「データの活用」で、身の回りの事象についてデータを収集し、表やグラ

フ、二種類のデータを同じグラフ上で表し、分析できるよう発展的な課題

が取り扱われています。 

項目Ｄの（２）について、【東書】では、２年上８ページのように、グ

ラフに整理するデータを、２つの項目で記載され発展的に扱うことができ

るものになっています。【大日本】では、２年１５ページのように、課題

に沿って作成したグラフを踏まえ、新たな問いに対しそのグラフの考察を
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活用して解を導き出す学習が設定されています。【学図】では、２年上１

４ページのように、表とグラフの単元では、数学的な見方・考え方を育む

よう項目を配列させる課題が取り扱われています。 

項目Ｄの（３）について、【日文】では、どの学習場面でも、取り外し

て使える学び方ガイドが巻末に取り扱われており、意欲や関心が高められ

るよう工夫されています。 

項目Ｄの（４）について、【教出】では、５年９５ページのように『算

数ワールド』において、数学的な見方や考え方を観点とした問題が取り扱

われており、児童が活用力・表現力を育むよう工夫されています。 

項目Ｄの（５）について、【学図】１年上４７ページ、【日文】１年上５

３ページのように、「たしざんえほん」「ひきざんえほん」を作成させる活

動において、「あわせて」と「ふえると」、「のこりは」と「ちがいは」の

言葉の意味と理解を踏まえた課題が取り扱われています。【教出】では、

２年下５１ページのように、学んだことを確認し生かすことできるよう各

単元巻末に『学んだことを使おう』が設定されています。【啓林】では、

５年１２９ページのように、面積の単元で、三角形の面積から学ぶよう設

定されており、底辺と高さを意識させることで、平行四辺形の面積の求め

方が理解できるよう工夫されています。 

以上で算数科の選定報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。答申を見ますと、どの教科書も大差なく拮抗しています。

どなたさまからでも結構ですので、ご意見をお願いします。 

 

澤田教育長職務代理者 

算数はわからない、算数は難しいという先入観から、算数の授業に、な

かなか前向きに取り組むことができない児童は多いと思います。子どもた

ちの興味、関心を高めて学ぶことができる教材や工夫があれば、まずは、

楽しんで学習に取り組めると思います。先程の報告にありましたが、【教

出】１年１３４ページのかさの単元の導入は、確かに工夫がされていて、
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１年生にはわかりやすいと思いました。 

 

嘉名委員 

澤田委員がおっしゃるように、子どもたちに何を考えるのかを気付かせ

るような工夫は、【東書】と【日文】の特長ですね。例えば【東書】１年

５５ページ、【日文】では１年３８ページにあります。このような導入は、

子どもたちにとって、わかりやすいですよね。 

 

藤本委員 

私も、報告にあった【東書】と【日文】の面積の導入で、陣取りゲーム

を楽しみながら学習に入っていく展開はいいと思いました。陣取りゲーム

の結果から広さ比べをして、比べるために必要なものは何かを考えさせる

ことで、関心を高めて、児童が意欲的に取り組める内容だと思いました。 

 

嘉名委員 

児童が興味や関心を高めて、意欲的に学習を取り組んだとき、やはり、

算数でつまずくポイントは、式を立てられないことや、計算がうまくでき

ないことだと思います。児童がつまずきやすい単元はどのようなものがあ

るか教えてください。 

 

松本教育長 

木村選定委員お願いします。 

 

木村選定委員 

調査員報告では、小数や分数の計算や割合に関係する単元で、つまずく

ことが多いと聞いております。 

 

嘉名委員 

そうすると、報告にあった割合の単元の数直線での「くらべる量」と「も

とにする量」が色分けされているのは、子どもたちが式を立てやすいよう

に工夫されているということですね。 
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木村選定委員 

その内容についてご説明します。【東書】５年下７０ページ、【大日本】

５年１５７ページ、【日文】５年下４５ページにそれぞれ扱われています。 

 

尾上委員 

単元は違うと思いますが、【学図】の、１年上６７ページ。「なんばんめ」

の「め」に色を付けて、用語の違いをはっきりさせていると思います。言

葉の持つ意味を正しく理解させて、かぞえ方を理解できるように工夫され

ていると思います。 

  

松本教育長 

皆さんの意見を聞いていると、興味や関心を高めたり、児童が基礎的・

基本的な学力を身に付けるための工夫をしている教科書がいいのではな

いかと思いました。それに合わせて、学習方法も大切ですよね。何をどの

ように学ぶかを児童が意識することによって、学びの理解が進んだり、深

まったりすると思いますが、この点については、どうでしょうか。 

 

嘉名委員 

今、教育長がおっしゃった学びの深まりという点では、【日文】はどう

でしょうか。６年１２ページを見てもらえますか。活動の流れを示してい

て、どんな問題なのか、何を考えればいいのか、わかりやすく示されてい

ます。折り込みページを開けると、みんなで学び会う活動が掲載されてい

て、学びが深まっていきそうな内容が取り扱われています。 

 

藤本委員 

このような取り扱いをしているのは、確か【東書】と【大日本】でもあ

ったと思いますが。 

 

松本教育長 

   木村選定委員お願いします。 
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木村選定委員 

藤本委員のご質問にお答えします。【東書】では、６年６３ページ、【大

日本】では、６年３１ページです。 

 

嘉名委員 

私は学び方も大事ではないかと思います。例えば、【日文】の巻末にあ

る学び方ガイドは、算数には、筋道を立てて考えるという特性があると思

うのですが、それをうまくガイドにしていて、利用しやすくしていると思

います。 

 

澤田教育長職務代理者 

おっしゃるように、算数というと、一人で問題に向き合って学習するよ

うなイメージです。一人で考えて、わからなかったりすると、途中で嫌に

なってあきらめてしまいがちになると思います。みんなで学び合うこのよ

うな活動を踏まえて、学習を進めると、算数がわかる、できるという子ど

もが増えて、あきらめることなく、楽しんで授業を受けることができそう

です。 

 

嘉名委員 

でも、せっかく、そのときに楽しんで学んだことを理解できても、何日

かすると、学んだ内容を忘れてしまったりすることってよくあるじゃない

ですか。特に算数では学んだことが定着するように、練習問題に取り組む

ことも大切と思います。 

 

松本教育長 

たしかに理解が定着するには、理解を深めるためにも練習問題をしっか

り取り組む必要があると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

【日文】の５年下５５ページを見てください。「次の学習のために」と
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して、単元に関係する問題に取り組めるようになっていますね。問題数で

言えば、【日文】が多くて、しっかりと学習を振り返ってから、新しい単

元に入って学習を進めることができると思います。 

 

嘉名委員 

私も同感です。この【日文】の「次の学習のために」というのは、他の

教科書にはないのですか。 

 

松本教育長 

   選定委員、どうですか。 

 

木村選定委員 

単元に入る前に、準備として１ページを使って予習させているのは、こ

の【日文】の「次の学習のために」しかありません。 

 

松本教育長 

教員は新しい単元に入るたびに、その予習として、関係する問題にあた

らせています。教員がわざわざ問題を作成しなくても、その問題がすでに

教科書に掲載されていると、扱いやすいのではないかと思います。 

 

藤本委員 

事前に予備知識の確認と、もう一度忘れていることを思い起こすことは、

学習を進めるうえで、大事なことですね。 

 

嘉名委員 

問題に多くあたらせることに、加えて【日文】では、例えば、６年１９

８ページのように、算数で求められる論理的思考を養う問題を扱っていま

すよ。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんか。 
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ないようですので、算数について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、算数は【日文】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

引き続きまして、音楽の審議を行います。選定委員から音楽について報

告してください。 

 

木村選定委員 

「音楽」の選定をいたします。 

選定の対象は、【教芸】【教出】の２者となります。では、各調査の観点

ごとに特に特長のある内容について報告いたします。 

項目Ｂの（１）について、【教芸】の、６年４８、４９ページでは、「越天
え て ん

楽
らく

今様
いまよう

」について、旋律の歌唱に加えて、雅楽を演奏する写真と歴史が掲

載され、総合的に学んだ上で鑑賞できるように設定されています。【教出】

の６年３６、３７ページでは、同じく、「越天楽今様」について、旋律の

歌唱と伴奏の楽譜が掲載され、雅楽の特長を学んだ上で笛の演奏ができる

よう設定されています。 

項目Ｂの（３）について、【教芸】の、１年３６ページでは、鍵盤ハー

モニカの学習で、ドとソの位置を学んでから、「ドレミ」を学び、「ドレミ

ファソ」を身につけるよう段階的にスモールステップで学べるよう配慮さ

れています。【教出】の、１年３６ページでは、「ドレミ」を学んでから、

「ドレミファソ」を学び、３つの音を選んで教科書に書き込み、友達とつ

なげて曲づくりの基礎が学べるよう配慮されています。 

項目Ｂの（４）について、【教芸】の、６年７４ページでは、ブライン
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ドサッカーや身近なものの音の働きや役割について取り上げ、視覚に障が

いが ある人と共に生活することについて考える資料を取り入れていま

す。【教出】の、６年の冒頭ページでは、視覚障がいのあるピアニストの

メッセージが記載されています。また、６年７１ページのように、歌を手

話で表現する方法が掲載されており、障がいを持った人と音楽のつながり

を考えさせる内容となっています。 

項目Ｃの（２）について、【教芸】では、オーケストラの扱いにおいて、 

３年４８、４９ページで金管楽器、４年５２、５３ページで木管楽器、５

年２２、２３ページで弦楽器、６年１６、１７ページでオーケストラとい

うように段階的に扱われています。 

項目Ｄの（１）について、【教芸】では、２年４０、４１ページのよう

に、「音楽づくり」をする際に、音符やリズムを選択することで曲が作れ

るよう工夫されています。 

項目Ｄの（３）について、【教芸】の、４年４３ページでは、リコーダ

ーのサミングを学ぶために、サミングでふくときのポイントとして１ペー

ジ設定し、児童が視覚的にとらえやすいよう工夫されています。【教出】

の、４年２６、２７ページでは、リコーダーのサミングを学ぶために、ア

ニメの曲を含め２曲を課題とし、児童に興味関心を持たせるよう工夫され

ています。  

項目Ｄの（４）について、【教芸】の、６年１８、１９ページ「ラバー

ズコンチェルト」では、パートの役割を明確に設定することで、合奏する

際の表現力を身に付けられるよう工夫されています。【教出】では、３年

４３ページのように、「学び合う音楽」のコーナーがあり、表現力を高め

るためのポイントが提示されています。 

項目Ｅの（１）について、【教芸】の、１年３５ページでは、音の高低、     

長短、強弱を図で表していて、イメージできるよう工夫されています。 

以上で、音楽の報告とさせていただきます。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 
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澤田教育長職務代理者 

本市は、学校運営協議会制度を導入して、学校・家庭・地域が一体とな

って子どもたちを育てていくことに取り組んでいるところです。その中で、 

子どもたちが、地域の行事に参加し、地域と共に育っていくことはとても 

重要であると考えますが、音楽を通じて地域との関連がある内容は、どう

ですか。 

 

松本教育長 

選定委員、よろしくお願いします。 

 

木村選定委員 

いずれの教科書も地域とつながるような内容は盛り込まれています。 

【教芸】は、全学年裏表紙に、子どもたちが地域のお祭りに参加してい

る様子が掲載され、４年の２６ページでは、「ちいきにつたわる音楽に親

しもう」という単元が設定されており、自分の地域に伝わる音楽について

調べる学習が紹介されています。【教出】は、４年４０、４１ページで季

節ごとに日本のお祭りを、５年３６、３７ページで日本全国の民謡を紹介

しています。 

 

澤田教育長職務代理者 

【教芸】の自分の地域に伝わる音楽を調べる学習に子どもたちが取り組

めば、自分たちの地域の行事やお祭りなどに、より興味を持ち、積極的に

地域の行事に参加してくれることが期待できそうだと思います。 

どちらの教科書も伝統文化については、扱われています。 

 

松本教育長 

他に意見はありますか。 

 

尾上委員 

わたしは、本市の子どもたちが、鍵盤楽器を演奏する際の導入部分のち

がいに注目しました。【教出】１年３６ページでは、ドレミを学んでから、
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ドレミファソを学習するのに対して、【教芸】１年３６ページでは、ドと

ソを学んでから、ドレミファソを学習する内容になっています。 

 

松本教育長 

それはどちらの方法が効果的なのでしょう。尾上委員、音楽の専門的な 

見地からどうですか。 

 

尾上委員 

どちらも良い点があると思います。ただ、【教出】は、ドレミを使った   

練習曲に取り組んでいるのに対して、【教芸】は、１音のみ使う練習が設

定されていて、ハードルを低く設定しています。また、【教芸】は、ドと

ソの鍵盤の位置を提示する際に、黒鍵を「２つのおやま」「３つのおやま」

と表現し、視覚的にとらえやすい工夫がされています。 

 

松本教育長 

１年生の発達段階に配慮されていますね。 

他にご意見はございませんか。 

 

嘉名委員 

感想ですが、オーケストラの楽器について、【教芸】では、３年４８、

４９ページで金管楽器、それから４年５２、５３ページで木管楽器、５年

２２、２３ページで弦楽器、そして６年１６、１７ページでオーケストラ

と段階的に紹介されていて、楽器の分類も同時に学べるので効果的かなと

感じました。 

 

藤本委員 

嘉名委員がおっしゃった点で、オーケストラの紹介では、【教出】の５

年３１ページの透明のシートを活用してオーケストラの配置について一

目でわかるようになっていますよ。 

 

松本教育長 

器楽の話がたくさん出たのですが、合唱の指導に関しては、特長的な記
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載はありますか。選定委員にお聞きします。 

 

木村選定委員 

【教芸】の４年４６、４７ページの「もみじ」では、２つのパートの重

なりについて、特徴のある部分を取り上げて解説しています。 

 

尾上委員 

これは、パートに分かれて合唱する際に、自分の歌う旋律の役割につい

て理解しやいですし、指導する方としてもどこを重点的に指導すればよい

かが明確に示されているので、歌唱指導がしやすいと思います。 

 

松本教育長 

指導する教員にとっても、使いやすいということですね。 

他にご意見はございませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

新学習指導要領では、音楽科についてどのような改訂のポイントがあり

ますか。教科書ではその点についてどのような扱いがされているのか、説

明してください。 

 

松本教育長 

木村選定委員、説明をよろしくお願いします。 

 

木村選定委員 

新学習指導要領の「小学校 音楽科」では改訂のポイントとして、言語  

活動の充実があげられます。現行の学習指導要領では「鑑賞」のみに位置  

付けられていた言語活動が、「表現」でも扱われるようになっています。 

たとえば、【教出】の３年４３ページでは、「学び合う音楽」があり、み

んなで表現を深めるような学習場面が設定されています。 

【教芸】の６年３２、３３ページ「旋律づくり」では、つくった旋律に

ついて発表し合い、気づいたこと感じ取ったことを伝え合う場面が設定さ

れています。 
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嘉名委員 

この旋律づくりでは、旋律をつくるために音が選べるようになっていて、

誰でも旋律がつくれるように工夫されているんですね。 

 

尾上委員 

【教芸】の教科書は、先ほどの鍵盤ハーモニカの導入の学習でもそうで

したが、全体を通して、音楽が苦手な子にもわかりやすくつくられている

ように感じました。たとえば、【教芸】の４年４３ページでは、リコーダ

ーのサミングについて１ページ設定し、サミングで吹く時のポイントを大

きく扱っています。これは、子どもたちがわかりやすいだけではなく、指

導する側にとっても教えやすい内容になっていると思います。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんか。 

それでは、音楽について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、音楽は【教芸】が多数となりました。ご異論ございません

か。 

（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

それでは、家庭科の審議を行います。選定委員から家庭科について報告

してください。 

 

木村選定委員 

家庭科の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】と【開隆堂】の２者となります。 
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項目Ｂの（１）について、【東書】では、１２２ページのように「あな

たは家庭や地域の宝物」では、まちづくりに関わる方の活動を参考に、家

族や地域の一員として自分たちのできることを考えることができる単元

が設定されています。【開隆堂】では、１２０ページのように「共に生き

る地域での生活」では、家族や地域の一員として人とのよりよい関わりに

ついて考え、実践する単元が設定されています。 

項目Ｂの（３）について、【東書】では、８３ページのように、調理実

習の工程では、写真やイラストで調理の手元や切った野菜が実寸大で確認

できる等、児童が主体的に取り組めるよう配慮されています。【開隆堂】

では、裏表紙に、切り方の一覧が掲載されており、調理実習時に教科書を

開けることなく、いつでも切り方を確認ができるよう工夫されています。

また、どちらの発行者も、裁縫用具について取り扱っておりますが、【東

書】では、２５ページのように、写真に添えて、用具の説明が記載されて

おります。【開隆堂】では、２１ページのように、裁縫用具を一つずつ確

認できるチェックボックスが設けられており、自分自身で準備物を確認で

きるよう工夫されています。 

項目Ｃの（３）について、【東書】では、２７ページのように、玉結び、

玉どめの成功例・失敗例を、写真で例示しており、視覚的に捉えやすいよ

う工夫されています。【開隆堂】では、２３ページのように、玉結びの作

業の流れでは、指で押さえて見えない糸をイラストで見えるように書くこ

とで、児童が具体的なイメージを持ち、実習できるよう工夫されています。 

項目Ｃの（４）について、【東書】【開隆堂】ともに、ページ数横に家庭

科用語の英単語が取り扱われており、生活に係る英語が学べるよう工夫さ

れています。また、【開隆堂】その掲載した英単語の一覧表を巻末に取り

扱っており、英語学習との関連を図ることができる内容となっています。 

項目Ｄの（１）について、【東書】【開隆堂】ともに、左右両方の利き手

について作業・実習技能の写真が取り扱われていますが、【東書】では、

１３１ページのように、実物大程度の写真が取り扱われており、基本的な

技能の確認ができるよう配慮がされています。また、どちらの発行者とも

に、教科書に掲載されたＱＲコードを読み取ることで、デジタルコンテン

ツを活用することができますが、【開隆堂】では、５１ページのように、
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基本的な技能の他に、作業や実習の一連の流れを確認できる等、学習の理

解を促すとともに主体的に学習できるよう工夫されています。 

項目Ｄの（２）について、【開隆堂】では、７６ページから７９ページ

のように家庭科のまとめとして「レッツトライ生活の課題と実践」が設定

されており、課題設定から実践までの流れを示すとともに、課題例も紹介

しており、今まで学習したことを家庭や地域で実践できるよう工夫されて

います。 

項目Ｄの（３）について、【東書】では、９４ページのように「プロに

聞く」において、プロならではの視点で職業の内容が紹介されており、児

童が仕事や生活に興味・関心を持つことができるよう設定されています。 

項目Ｄの（４）について、【開隆堂】では、３７ページのように、「チャ

レンジコーナー」において、これまでに学んだことを、家庭や地域で活用

させることができるよう設定されています。 

以上で家庭科の選定報告を終わります。 

 

松本教育長 

只今、答申を報告いただきましたので、教科用図書選定の観点に基づき、

審議いたします。 

 

藤本委員 

家庭科には、裁縫や調理などの作業や実習を行う授業がありますよね。

生活経験の少ない子どもたちの中には、作業や実習を苦手とする子どもも

いると思います。私は、その点について、気になって調べてみたのですが、

どちらの教科書も、この点ではよく配慮されていると思います。例えば、

どちらも、作業、実習の流れを横の流れで示していて、写真やイラストを

交え、とてもわかりやすいように思います。 

それに、報告にもありましたが、【東書】の８３ページのように、切っ

た野菜が実寸大で確認できるよう工夫されているところが子どもたちに

とってわかりやすいと思いました。 

 

松本教育長 
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たしかに、そのように確認できると、作業や実習に取り組みやすいです

ね。私は、切った野菜の大きさの確認とともに、切り方の確認も大切だと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

尾上委員 

私は【開隆堂】の裏表紙に、切り方の一覧が掲載されていて、実習中に

いつでも確認できるように工夫されていると思いました。切り方には種類

がたくさんあって、どうやって切ったらいいかわからないときに、役に立

ちそうと思います。実習中に教科書を開くことは難しいので、裏表紙に掲

載されているところにも配慮が感じられます。 

 

澤田教育長職務代理者 

私も【開隆堂】のことですが、よく見てみると、作業・実習の流れの示

し方ですが、提示している背景に色を付けて、本文とは違うということで

見やすく配慮がされているように思います。 

 

嘉名委員 

作業や実習の流れの示し方の配慮は大事ですが、個別の配慮も必要だと

思います。報告にもありましたが、【東書】にも【開隆堂】にも、左利き

の児童が作業や実習に取り組みやすいように、写真を取り扱って、しっか

りイメージできるよう配慮されていますね。 

 

松本教育長 

その内容については、答申Ｄ(１)に記載しておりますので、それぞれご

覧ください。【東書】は１３１ページです。【開隆堂】は１３２ページです。

ここには左利き、右利きの作業の仕方が掲載されています。 

 

澤田教育長職務代理者 

たしかに、写真で包丁の扱い方や縫い方を確認できるのは、子どもらに

とって確かにイメージしやすいです。しかし、写真で動きのイメージまで

は確認しづらいので、作業や実習の動きを確認ができるとよりいいと思い
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ます。確か、【東書】【開隆堂】ともにデジタルコンテンツを活用できるよ

うになっていましたね。それには、動画なんかはあるのですか。 

 

木村選定委員 

その件については私からお答えします。デジタルコンテンツで【東書】 

【開隆堂】ともに、基本的な作業の動きは確認できるようになっておりま

した。【開隆堂】につきましては、基本的な作業の動きの確認の他に、実

習の中の作業についても確認ができるようになっております。例えば、５

１ページを見てください。ページの右上のＱＲコードから、デジタルコン

テンツを活用できるサイトにアクセスでき、お米の測り方、洗い方、炊き

方などの作業の確認も動画でできるようになっております。 

 

澤田教育長職務代理者 

動作を確認できると、作業や実習が苦手な子どもらも前向きに取り組む

ことができると思います。 

 

藤本委員 

それに、作業や実習の配慮もそうですが、【東書】も【開隆堂】も、学

習の進め方や、生活の見方・考え方、それに、振り返りなど、ていねいに

扱っていて、子どもたちは、しっかり学んでいけそうです。 

 

松本教育長 

そのように学習したことを、児童が家庭や地域の人たちとの関わりや自

分の日常生活と学習を結び付けて、学んでいければ、よりいいですね。 

 

嘉名委員 

今、教育長がおっしゃった部分で、家庭や地域の中で、活かすことがで

きるような教材があれば、より効果的に学習が進められそうですよね。 

 

藤本委員 

【東書】も【開隆堂】も地域の人々に関わった教材を扱っていますね。
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地域の人たちの関わりにどんなものがあるか、自分に何ができるかを考え、

工夫し、実践しようという流れはどちらの教科書も大切にしているように

思います。 

 

尾上委員 

【開隆堂】の１２２ページを見てください。やってみよう「地域の関わ

りプロジェクト」は、これまで学習してきたことを振り返って主体的に取

り組めるように流れが示してあります。意欲的に実践しやすくなっている

ように思います。 

 

嘉名委員 

それに、意欲的に実践するためには、何をどのような視点で物事を捉え、

どのような考え方で思考していくのかが大事ですよね。その点で言えば、

その流れを提示している下の段に「関わり方で変わる地域への参加の仕

方」や「地域との関わりを見つける視点」は、子どもたちが参考にしやす

い内容になっているように思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

本市では、教育の重点目標に「家庭・地域との協働による学校づくりの

推進」を掲げています。家庭や地域を大切にした内容の教材は、本市には

欠かせないものだと思います。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんか。 

ないようですので、家庭科について採択いたします。 

本市の教科用図書としてふさわしいものを記入し、投票をお願いします。 

 （全委員は投票用紙を記入し、投票箱へ投票。） 

 （事務局は投票結果を開票し、松本教育長に提示。） 

 

松本教育長 

投票の結果、家庭科は【開隆堂】が多数となりました。ご異論ございま

せんか。 
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（委員より異議なし） 

 

松本教育長 

以上をもちまして、全科目の採択を終了いたしました。 

 

閉 会 

松本教育長 

  以上で７月臨時教育委員会を閉会します。 

 


