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  令和２年７月臨時教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和２年７月２８日（火）午前１０時００分～午後５時００分 

 

２．場 所 

  河内長野市役所８階 ８０２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、山崎教育総務課長、生田教育指導課長、篠﨑教育指導課参事、楠本

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、小林教育指導

課主幹、前教育指導課主幹、川畑教育指導課主幹、小林教育指導課主幹、武

本教育総務課長補佐、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 

清水選定委員、坂田選定委員、坂本選定委員、森本選定委員、木村選定委 

員 

 

６．会議要録 

 開 会 

  松本教育長 

ただいまより教育委員会会議を開催することといたします。 
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それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和２年７月臨時

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３年度使用小中学校教科用図書の採択を始めます。 

議案第２４号「令和３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２１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｡ 

それでははじめに事務局より説明があります。 

 

生田教育指導課長 

議案第２４号「令和３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」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３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３年度使用小学校教科用図書の採択について、そして、３つ

め目は、令和３年度使用中学校教科用図書の採択についてです。よろしく
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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｡ 

 

教育委員一同 

結構です。 

 

松本教育長 

承認いただけましたので､まず１つ目､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３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。 

別冊資料中（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

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
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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。 

 

教育委員一同 

異議なし 

 

松本教育長 

次に、令和３年度使用小学校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３年度使用小学校教科用図書に関しましては、先ほどの別冊資料中

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条」、及び

「同法施行令第１５条」をご覧ください。 

同法令によりまして、義務教育諸学校において同一の教科用図書を採択

する期間は、４年とすることになっております。 

したがいまして、令和３年度使用の小学校教科用図書につきましては、

令和元年度に採択し、令和２年度から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ので、本年度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。ご審議お願いいたします。 
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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、２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。 

 

教育委員一同 

異議なし 

 

松本教育長 

では、３つ目の令和３年度使用中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中学校教科

用図書選定委員会に諮問した答申が、すでに令和２年７月２１日をもって

選定委員長より教育長に提出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３年度使用教科用図書選定の観点に基づき「目標

の取扱いに関すること」「内容の取扱いおよび程度に関すること」「学習と

指導に対する配慮および創意工夫に関すること」「組織・配列に関するこ

と」「補充・発展的な学習に関すること」の５つの観点で、調査委員がそ

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。 
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今回の中学校教科用図書の採択は、委員の皆様ご存じのとおり、昨年度

に引き続き、新学習指導要領に基づいて、著作・編集された教科書です。 

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「主体的に学習に取り組む態度」などを育成するために、今まで

は、学習する内容に加えて、学習の仕方、つまり、アクティブラーニング

と言われている授業展開にも言及されています。 

そのことを汲み取った教科書になっていると思いますので、今までの教

科用図書とは「趣」が違うようになっていると思います。 

ある専門家は、「自分たちの使ってきた教科書観だけに基づいて、教科

書を語ることの時代は去っている。」と言っていますが、それは、教科に

よっては、暗記教科といわれてきたものもあります。 

教科書を教える、つまり、教科書に記載された内容を覚えるという意識

がどうしてもあります。そうでなく、教科書で教える。実際には、教科書

の資料を基に考えさせる 教科書の本文を参考にするなどの使い方にシ

フトを変えなければならず、その観点で教科書を見なければならないとい

うことでもあります。 

また、この新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の４カ年計画

としていた「一人１台のＰＣ端末の整備」が、今年度中に一気に整備され

ます。その活用も念頭に入れてほしいと思います。 

最後に、毎回のことなのですが、目標の取扱いに関すること、内容の取

扱いおよび程度に関すること、学習と指導に対する配慮および創意工夫に

関すること、組織・配列に関すること、補充・発展的な学習に関すること、

の５つの観点で、調査員がその特長的なことを整理したものをもとに、選

定委員から、選定に関しての報告をもらいますが、これらを参考にしてい

ただいて、河内長野市の子どもたちに、最も適していると考えられるもの

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、教科用図書や資

料をご覧になって、本日の報告説明を受けてのお考えを発言いただき、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で、１つに絞っていただきたいと思います。教科の意

見の進み具合により、必要ないかもしれませんが、念のために各委員が、
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これだというものを、別紙の投票用紙に、ご記入をいただき、数の多い「教

科用図書」を採択する無記名投票といたします。 

令和３年度使用中学校教科用図書の採択について、無記名投票によって、

採択することにご異議ありませんか。 

 

教育委員一同 

異議なし 

 

松本教育長 

それでは、まず、社会・公民的分野の審議を行います。選定委員から公

民について報告してください。 

 

清水選定委員 

社会・公民的分野の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東京書籍（東書）】【教育出版（教出）】【帝国書院（帝

国）】【日本文教出版（日文）】【自由社】【育鵬社】の６者となります。 

項目Ｂの（１）について、まず【東書】、３２ページをご覧ください。

このような「探求のステップの問いを解決しよう」を各章末に設定してお

り、その章の各節ごとの導入で示された探究課題に対して、ランキングや

ウェビングなどの思考ツールを活用して課題解決できる道筋が示され、思

考力・判断力・表現力を育む学習活動が展開されています。 

同じく、【教出】９５ページ、「メディアリテラシーを学ぼう」では、情

報を批判的思考で検証していく「クリティカルシンキング」を紹介し、イ

ンターネットやＳＮＳなどの大量の情報にまどわされず、見極めるための

方法を取り扱っています。 

同じく、【帝国】４４ページにある、「Yes/No」のようなコーナーが随所

に配置され、現代社会の課題について「賛成」と「反対」それぞれの意見

例を提示して、多角的に考察し、思考力・判断力を育めるよう配慮されて

います。 

同じく、【日文】１２１ページにある、フィッシュボーンチャートのよ

うに、各章末の「学習の整理と活用」には、様々なシンキングツールを使



8 

 

って、物事を多面的にとらえ、自分の考えをまとめることのできる具体的

な手立てが紹介されており、思考力・判断力・表現力を培えるよう工夫さ

れています。 

項目Ｂの（３）について、【東書】９２、９３ページ【帝国】７９、８

０ページでは、法律ができるまでの資料を、見開き２ページを使って、丁

寧に取り扱っています。 

項目Ｃの（１）について、【教出】、６８ページ、「言葉で伝え合おう」

では、各テーマに対してディベートやプレゼンテーション等の具体的なア

プローチの方法を提示することで、主体的・対話的な活動が展開されるよ

う工夫されています。 

同じく、【帝国】、２３ページ「アクティブ公民」では、課題について社

会的な見方・考え方を働かせながら、自分の意見を理由とともに説明した

り、対話したりすることで、学習を深められるよう工夫されています。 

同じく、【日文】、９ページ「アクティビティ」では、グラフなどの複数

の資料を読み取って今後の推移を予想したり、理由を明らかにして説明す

る課題が設定されており、生徒が主体的に学べるよう工夫されています。 

同じく、【育鵬社】の、８６ページ、「やってみよう」では、新聞の社説

を比べる学習の方法としてディベートが提案されており、その方法や論題

の例が掲載されています。 

項目Ｃの（３）について、６者とも、見開きページの学習内容を振り返

るための問いや活動が設定されています。また、各章末にも、様々な課題

が設定されおり、学習してきた知識が定着するよう工夫されています。 

中でも、【教出】は、７８～８０ページのように、「学習のまとめと表現」

で、STEP１で一問一答式の問題、STEP２で資料活用問題、STEP３で章全体

のテーマについて自分の考えを説明する課題が設定されています。 

同じく、【日文】は、７６、７７ページのように、「学習の整理と活用」

で、学習した語句を生徒が説明する課題や、新聞記事から「見方・考え方」

を働かせて回答する課題が設定されています。 

項目Ｅの（１）について、【東書】、８８、８９ぺージ「１８歳へのステ

ップ 選挙の流れ」では、見開き２ページで投票までの流れをまとめ、生

徒に主権者として、社会参画を意識できるよう設定されています。 
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同じく、【日文】、６８、６９ページ、「１５歳は「子ども」？それとも

「大人」？」では、１５歳の権利と制限を示しながら、成人年齢が１８歳

になることを考えさせるなど、生徒が社会参画を意識できるよう工夫され

ています。 

以上、６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 

まず、社会科の公民と歴史の教科書については、教科書展示の折に、各

方向からの角度のご意見をいただいています。 

採択にあたっては、全ての教科書は、国の厳しい検定を受け、通ってい

ますので、どの教科書も採択に値するものとして選んでいただくようお願

いします。また、はじめに申し上げたとおり、新学習指導要領では、思考

力・判断力などの新たな観点の力を育むことが求められています。そこで、

出版者による表現の違いなどを比較することで、その違いを知り、深く考

えることに結びつくものと考えます。そのため引き続き、公民に加えて、

全教科全出版者の教科用図書を全校に配付したいと考えています。 

それでは、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。 

 

 

尾上委員 

報告の最後の部分にあった、選挙権や成人年齢の話が気になりました。

２０１６年に選挙権が１８歳に引き下げられて４年がたちましたが、本市

の生徒には、ぜひ選挙や政治を身近なものと感じてほしいと思います。そ

の点、【東書】７８～８０ページの、「１８歳へのステップ 選挙の流れ」

は、選挙前の情報の集め方なんかが具体的に提示されていて、おもしろい

ですね。 

 

松本教育長 

確かに、これなら有権者が、投票までに具体的に何をすれば良いのかが、

イメージできますね。新学習指導要領でも、他者と連携・協働して社会に
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参画する力を育む「主権者教育」が重視されていますから、こういった学

習は、大切ですね。 

 

藤本委員 

私は、【日文】７６、７７ページの「１５歳は「子ども」？それとも「大

人」？」が気になりました。法律が改正されて、成人年齢が１８歳に引き

下げられるまで、たしか、あと２年ですよね。日頃、中３の子どもたちは、

大人から時には子ども扱いされたり、時には大人扱いされたりしているの

ではないかと思います。そのような中、１５歳の生徒たちが、今現在の立

ち位置について「子ども」か「大人」かを考えさせる内容は、とても興味

深いと思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

私は、生徒の興味関心という視点で、【日文】が工夫されているなと感

じています。例えば３４、３５ページを見てもらってもいいですか。 

【日文】は、各編の導入部分に見開き２ページで漫画が掲載されていま

す。この漫画は、生徒と同じ中学生が登場し、ここでは文化祭ですが、生

徒たちの身近な話題を題材にしているので、自然に学習に入っていけます。

公民は、扱われる言葉が難しかったり、憲法や法律の仕組みを理解するこ

とが、中学生にとっては、とっつきにくかったりすると思いますが、こう

いった漫画を掲載することで、これから学習する課題を自分の課題として

とらえられるように配慮されていると思います。 

 

嘉名委員 

なるほど、おもしろいですね。 

導入部分の工夫という観点では、私は、【帝国】が優れていると思いま

す。【帝国】の導入部分は、１、２ページをちょっと映してもらえますか。

このような感じで、街のイラストが大きく掲載されています。その街で暮

らす人々の様子が描かれていて、例えば、街で働く人の様子や学校で過ご

す様子などが、きっちりと描かれています。新学習指導要領の公民の目標

に、「現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうと
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する態度を養う」とあります。街の様子を俯瞰して、そこから現代社会の

課題に気付くことができる、この導入ページは、よく工夫されているなと

思います。 

 

松本教育長 

この〈投影されている〉街のイラストは、４０年前の街を現代の街と比

較できるようになっていて、これなら、社会の変化に気付きやすいですね。 

なるほど、各者とも色々な工夫がされているわけですね。 

先程、嘉名委員から新学習指導要領の公民の目標についてのお話しがあ

りましたが、新学習指導要領解説では、我が国の領土に関する教育の一層

の充実を図ることとし、公民において、固有の領土である「北方領土」や

「竹島」に関する内容が新たに明記されています。領土問題について、選

定委員から各者の取扱いについてもう少し説明してください。 

 

清水選定委員 

６者、全てにおいて、北方領土と竹島、そして領土問題は存在しません

が尖閣諸島に関する記述が本文中にあります。さらに、【教出】【日文】【自

由社】【育鵬社】の４者は、加えて、別ページにコラムとしても扱ってい

ます。 

 

松本教育長 

わかりました。どの教科書も本文中に取り扱っておられるということで

すね。それでは、もう一つ、学習指導要領の公民の目標の中に、「個人の

尊重と人権尊重の意義、特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野

から正しく認識する…」とありますが、この「人権尊重」の観点、答申の

内容で言うと、Ｂの（２）の観点についても、選定委員より説明をお願い

します。 

 

清水選定委員 

６者とも日本国憲法の「平等権」の学習の中で、人権尊重につながる差

別や偏見を正しく理解するための記述が見られました。中でも、【東書】
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【教出】【帝国】【日文】においては、さらに特長的な記載が見られました。 

【東書】３８、３９ページでは、日本国憲法の学習の導入で「ちがいの

ちがい」という活動を設定しています。これは、あってもよいちがいと、

あってはならないちがいを学習することで差別や偏見に目を向けられる

よう工夫されています。 

同じく、【教出】５１ページでは、障害者差別解消法について詳しく取

り上げ、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の例などが掲載されて

います。 

同じく、【帝国】４７、４８ページの「日本社会の差別の現実」では、

ヘイトスピーチ解消法を取り扱うなど、在日外国人について記載されてい

ます。 

最後に【日文】５０、５１ページの「まちのバリアフリーを探そう」で

は、紙を特殊加工し、点字を触って確かめられるようにするなど、バリア

フリーを学習できる内容が設定されています。 

 

尾上委員 

私は、【東書】の「ちがいのちがい」はよいと思いました。あってもよ

いちがいと、あってはならないちがいを、自分たちで考えながら分類する

活動は、なぜ人権を保障することが大切なのかを、自然に学べる教材だな

と感じました。 

 

嘉名委員 

この活動は、日本国憲法のまとめの活動で、再び取り上げられています

ね。憲法の学習後に「あってはならないちがい」を憲法に照らし合わせて

説明させる課題が設定されているところがいいですよね。 

人権尊重の観点で、私が気になっているのは、５年前に施行されたいわ

ゆる人権三法の取扱いです。先ほど、選定委員から、【帝国】に「ヘイト

スピーチ解消法」についての記載があると報告がありましたが、【帝国】

は、「障害者差別解消法」と「部落差別解消法」についても太字で記載さ

れていて、内容もしっかりと解説されていますね。 
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藤本委員 

私は、【日文】の「まちのバリアフリーを探そう」の点字もおもしろい

と思いました。「点字」が実際にどんなものなのか、触って確かめられる

のが、生徒の理解を助けられるように工夫されています。 

 

澤田教育長職務代理者 

この【日文】で取り上げられている施設は、堺市の施設ですよね。河内

長野市から距離的に近く、見学にも行くことができますし、先生も生徒も

より身近に感じることができるかもしれませんね。 

 

藤本委員 

【日文】の教科書は、点字もそうですが、生徒が体験的に学んだり、新

しい学習指導要領でも育成すべきとされている「思考力・判断力・表現力」

を身につけるための具体的な手立てが、数多く掲載されていると思います。 

例えば、報告にもあった、１２１ページ、各章末にある「学習の整理と

活用」は、課題解決するために、どんな風に思考すればいいのかについて

「シンキングツール」が紹介されています。 

こういったツールがあれば、先生も教えやすいですし、何より生徒に思

考力・判断力・表現力を身につけることができると考えます。 

 

尾上委員 

この「シンキングツール」は、【東書】の教科書にもありましたよ。 

３２ページを見てください。思考ツールを活用して解決できる道筋が示

されていて、思考力・判断力・表現力を育む学習活動ができるのではない

かと思います。 

 

嘉名委員 

なるほど、思考の過程が見える化されるわけですね。思考力・判断力も

評価していかないといけないので、これをうまく使えば先生が生徒を評価

する際にも役立ちますよね。 

私は、思考力・判断力などの力を育む点で、【日文】がいいと思いまし
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た。【日文】の２０８ページ「チャレンジ公民」を見てください。現代社

会が抱える難しい課題を生徒たちに体験的に学ばせる内容になっていま

す。 

こんな風にチャートを用いて、今の自分たちの考えを表明させてから、

改めて自分の意見を述べさせるという、こういった課題は、子どもたちの

思考力・判断力・表現力を育むためにとても優れていると考えます。 

 

松本教育長 

なるほど。各者とも、新しい学習指導要領の目標を達成するためにそれ

ぞれ工夫されていますが、中でも【東書】と【日文】が思考力・判断力・

表現力を育むための具体的な手立てをしっかりと示しているという印象

でしょうか。 

少し長くなってきているので、そろそろ、採択を進めていきたいところ

ですが、最後に気になっている点で言い残したことはありませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

冒頭でも少し話しましたが、本市の中学生が公民を学ぶ際に、一番課題

となるのは、「いかに興味関心を持って学べるか」、これだと思います。 

この点、歴史分野は、結構好きな子がいたりしますが、歴史は好きでも、

公民はちょっと、という生徒が少なからずいると思うんです。 

 

松本教育長 

生徒の興味関心を持たせることについては、「公民」は、政治や法律も

難しいのですが、経済の分野は、特に中学生が自分事として学ぶことが難

しいという意見を、校長だったころに、現場の先生から聞いたことがあり

ます。 

そんな中、市場価格のしくみを理解させるために、各者とも、様々な題

材を例に挙げて工夫されているのですが、【日文】の題材が一番面白いと

思いました。１３４ページを見てください。海外旅行の料金表を大きく掲

載して、「日付によって旅行代金が変化するのはなぜか？」を考えさせる

内容になっています。 
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嘉名委員 

これは、需要と供給の均衡で価格が決まる過程を学ぶ上で、生徒たちが

理解しやすいでしょうね。旅行代金という題材にも興味がわきそうですね。 

 

藤本委員 

「市場価格」だけじゃなくて、１２８ページの「消費生活」も見てみて

ください。 

【日文】の経済分野の導入は、中学生の目に触れるものや身近なもの、

経験値にうまくあわせて課題が設定されていると感じました。 

 

松本教育長 

新しい学習指導要領は「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」

という点を重視して、「主体的・対話的で深い学び」いわゆるアクティブ

ラーニングの視点からの授業改善が求められています。こういった、導入

の課題を教科書でうまく設定してくれていると、現場の先生は随分助かり

ますし、何より生徒たちの主体的な学びにつながると感じました。 

さて、みなさんのご発言の内容から、【東書】と【日文】に絞られてき

たと思います。審議の中で、途中で意見の変わった方もおられるかもしれ

ません。最後に、これだけはというご意見はありませんか。 

では、時間的な制約もありますので、ここで、投票を行い確定したいと

思います。よろしいですか。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【日文】が４票、【東書】が１票。 

社会・公民的分野は【日文】が多数となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 
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松本教育長 

引き続きまして、地理の審議を行います。選定委員から地理について報

告してください。 

 

清水選定委員 

社会科「地理的分野」の選定をいたします。 

選定の対象は、【東書】【教出】【帝国】【日文】の４者となります。 

項目Ｂの（１）について、【帝国】、４４ページでは、「地理的な見方・

考え方を働かせて説明しよう」という課題が設定されており、地理的な見

方・考え方を働かせた、多面的多角的考察を行う言語活動に取り組めるよ

う工夫されています。 

項目Ｂの（２）について、【教出】【帝国】【日文】で、アフリカ州の単

元においてアパルトヘイトを取り上げ、人種差別問題について学習できる

内容が設定されていますが、中でも【教出】は、１０３ページ、北アメリ

カ州の単元でも「ハリケーン被害と差別」を取り扱い、アフリカ系民族へ

の差別問題について考えることができる内容が設定されています。 

項目Ｂの（３）について、【東書】、５７ページでは、世界の各州の全体

像を示す地図が、１ページにわたって大きく掲載されており、国境や自然

の様子が見やすく、イラストも記載されています。同じく、【帝国】、５０

ページでは、世界の各州の全体像を示す地図が、１ページの半分ほどのサ

イズで掲載されており、色の違いで自然の様子がわかりやすくなるよう工

夫されています。 

項目Ｃの（２）について、【教出】、１４１ページ、【日文】、１２３ペー

ジでは、地形図から断面図をつくる課題が設定されており、体験的な学習

活動ができるよう工夫されています。 

項目Ｃの（３）について、【東書】７２ページ、【教出】６５ページ、【帝

国】６４ページ、【日文】５７ページで、４者とも地図を掲載し、地形名

を解答する問題などがあり、知識を習得できる内容が設定されています。 

項目Ｄの（１）について、【帝国】、１７１ページ、日本の諸地域の学習

では、各地方の導入のページで、小学校で使用した地図帳を掲載し、小学

校で学習した内容を確認してから、中学校の学習に臨めるよう工夫されて
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います。 

項目Ｅの（１）について、【東書】、１９ページ、「世界の国クイズを作

ろう」では、生徒が自らクイズを考える課題が設定されており、興味関心

に応じて学習を深め広げられるよう工夫されています。同じく、【帝国】

１２０ページでは、学習する地域の特色を視覚的に理解できるように、「写

真で眺める」ページを節の最初に設定し、１２８ページの節の終わりには、

「写真を振り返ろう」で学習した内容をもう一度同じ写真を見直して振り

返れるよう工夫されています。 

以上、４者の教科用図書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。 

選定委員からは、４者とも特長的な点が紹介されていましたが、いかが

でしょうか。 

 

澤田教育長職務代理者 

新学習指導要領の「地理的分野」の目標を見ると、「調査や資料から地

理に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身につける」とあり

ます。こういった地理を学習する上で必要な技能を身につけるために工夫

されている点が、各者あると思うのですが、いかがでしょうか。 

 

松本教育長 

それでは、選定委員、お願いします。 

 

清水選定委員 

各者とも、随所に地理的な技能を磨くコーナーが配置されています。例

えば、【日文】２２ページ「スキルＵＰ」の、略地図の描き方や、【東書】

６１ページ「スキルアップ」にある、グラフの読み取り方などが、簡潔に

解説されています。 
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尾上委員 

こんな風に、ポイントを整理してくれているとわかりやすいですね。略

地図なんかを描けるようになると、大まかな位置関係や基本的な地形の特

徴を把握することができるようになりますし、生徒の表現の幅が広がって、

いいですね。 

略地図の描き方を見ていて思い出したのですが、私も中学校で、断面図

を描いたことがあったなと思います。さっきの選定委員報告にも断面図の

ことが、触れられていましたよね。 

 

清水選定委員 

はい。「断面図」の描き方については、各者取り扱われていますが、中

でも、【教出】は、１４１ページに、教科書に書き込んで断面図を作図す

ることができるようになっています。同じく、【日文】１２３ページでも、

実際の地図の等高線から断面図を作図できるよう、掲載されています。 

 

嘉名委員 

等高線から断面図をつくることができるようになると、地形の起伏を理

解することができますね。こういった活動を取り入れることで、体験的に

技能を身につけられますね。ただ、こういう作業は、中学生にとって、我々

が思っている以上に難しいと思います。ですから、きちっと手順が示され

ていると、生徒は安心して取り組めますよね。 

これを見ていて、尾上委員と一緒で私も中学生時代のことを思い出しま

したが、地理の授業で最初に難しいなと感じたのが、時差の計算方法です。

これも、たしか答申に記載されていましたよね。 

 

清水選定委員 

はい。時差の調べ方についても、各者取り扱われていますが、中でも、

【東書】２３ページ、【帝国】１７ページでは、「日付変更線」が中心にな

っている地図と、「経度０度（ロンドンが中心）」の地図の両方が掲載され

ていて、時差について、より効果的に学習できるよう配慮されています。 

嘉名委員 
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これは、わかりやすいですね。経度０度を中心にした地図で時差のしく

みを理解した上で、我々が見慣れている日本を中心にした地図と対比させ

ることで、より理解が深まりますね。どちらかの地図だけだと、「時差」

のしくみを理解するのが、ちょっと難しいですね。 

 

藤本委員 

ちょっと気になったのですが、【帝国】の１７ページの右上にＱＲコー

ドがありますよね。【帝国】の教科書には、他のページにもたくさんのＱ

Ｒコードがありますが、これはどんなコンテンツを利用できるのでしょう

か。 

 

松本教育長 

選定委員、ＱＲコードの内容までわかりますか。 

 

清水選定委員 

はい。例えば、先ほどお示ししました、１７ページのＱＲコードは、時

差の計算方法を解説する動画が視聴できます。【帝国】は、このような「技

能をみがく」のコーナーで数多くのＱＲコードが掲載されていて、作業の

手順が動画でも確認できるように工夫されています。 

 

松本教育長 

本市では、すでに、教員にタブレット端末を配置しており、タブレット

を使った授業もしていますから、このようなＱＲコードがあれば、授業で

活用できますし、ややこしい手順も動画で確認できるので生徒の理解を助

けるものにもなりますね。 

また、みなさんご存じの通り、生徒にも 1人 1台端末の環境が近いうち

に整備されますから、生徒の学習活動にも、大いに役立ちそうですね。 

 

澤田教育長職務代理者 

略地図を描いたり、時差を計算したりといった地理学習の基本的な技能

の修得については、よく分かりましたが、私が冒頭で申し上げた「様々な



20 

 

情報を効果的に調べたり、まとめたりする技能」これも、新学習指導要領

では重要だと思いますが、そのあたりはどうですか。 

 

松本教育長 

たしかに、調べる・まとめる力は重要だと思います。 

その観点で見てみますと、４者とも日本の地域的特色を学ぶ前に、身近

な地域を調査して、まとめるという学習内容が組まれており、調べまとめ

る学習を行うための手法やポイントについて掲載されています。 

調べるという点においては、【帝国】がいいと思います。答申にもあり

ましたが、２ページの「やってみよう」や４９ページの「探してみよう」

では、地図から今学習している箇所を探させる課題が数多く設定されてい

るので、調べる力が身に付いていくと思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

地理を学習する際に位置や分布、場所を確認することは、とても重要な

事だと思います。新学習指導要領の目標にも、「地理に関わる事象の意味

や意義、空間的相互依存作用に着目すること」が挙げられています。その

目標を達成するためには、常に地図で調べたり、確認したりすることが必

要になってくると思います。 

 

尾上委員 

ちょっといいですか。 

ここまで、表現力や技能面の話が多く出たと思いますが、とはいえ、地

理はやっぱり覚えないといけない知識もたくさんあると思います。ですの

で、知識の定着という点で工夫されている部分はいかがでしょうか。 

 

松本教育長 

たしかに、地理の学習は、そういった部分も重要ですね。 

選定委員、お願いします。 

 

清水選定委員 
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４者とも、各章末の「学習のまとめ・ふりかえり」の中で知識を習得で

きるよう工夫されています。答申で申しますと、Ｃの（３）の部分になり

ますが、【東書】７２ページ、【教出】６５ページ、【帝国】６４ページ、

【日文】５７ページに「アジア州」のまとめ・振り返りのページが設定さ

れています。 

 

尾上委員 

やっぱり、どの発行者も地図を掲載しながら、学習をふりかえり、知識

を定着させていくのですね。これは、私の印象ですが、白地図が見やすく

ていいですね。 

 

清水選定委員 

【帝国】と【日文】が、学習のまとめのページで白地図を掲載していま

す。 

 

澤田教育長職務代理者 

私も生徒にとって、白地図があると分かりやすいと思います。特に【帝

国】は、白地図が大きく掲載されていることに加えて、陸地だけを描くこ

とでより見やすくなるよう工夫されていますね。 

 

松本教育長 

さて、大分議論も深まってきましたが、どれかに決めるとなると、もう

少し議論が必要かと思いますがいかがでしょうか。 

 

藤本委員 

確かに、地理は身につけなければならない知識・技能が多い。そこでや

っぱり気になるのが、覚えるのが苦手だったり、技能が苦手だったりとい

った生徒のことです。そこで、生徒の興味・関心の部分で特長ある記載に

ついて、議論をしておきたいです。選定委員の報告では、【東書】の「ク

イズを作ろう」という課題と、【帝国】の「写真で眺める」「写真を振り返

ろう」が特長ある点として報告されていましたが、私は【帝国】がいいと
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思います。この点についてはいかがでしょうか。 

 

嘉名委員 

【東書】のクイズを設定する課題は、まとめの活動として設定されてい

て、学んできた知識を楽しみながらふりかえることができるよう工夫され

ていますね。これは、地理が得意な子、好きな子にとっては、さらに興味

関心が湧く内容になっていると思うのですが、【帝国】もこの写真を効果

的に使って振り返りができるということで工夫されていますね。  

 

尾上委員 

【帝国】の、「写真を振り返る」は、言葉や地図だけでは、覚えること

が苦手な生徒にとっても、写真で視覚的に覚えられることで、より記憶で

きるような課題設定になっていますね。 

 

澤田教育長職務代理者 

何より、言葉や地図だけより、写真でイメージできた方が、生徒は興味

を持って学習できますね。 

 

松本教育長 

みなさんのご発言の内容から、【東書】と【帝国】に絞られてきたと思

います。審議の中で、途中で意見のかわった方もおられるかもしれません。

最後に、これだけはというご意見はありませんか。 

では時間的な制約もあり、平行線で決めかねる、ということもできませ

んので、ここで、投票を行い、確定したいと思います。 

よろしいでしょうか。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【帝国】が４票、【東書】が１票。 

社会科「地理的分野」は【帝国】が多数となりました。 

ご異論はございませんか。 
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全委員 

はい。 

 

松本教育長 

それでは、保健体育の審議を行います。選定委員から保健体育について

報告してください。 

 

清水選定委員 

保健体育の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【大日本図書（大日本）】【大修館書店（大修館）】

【学研】の４者となります。 

項目Ａの（２）について、【大日本】の１２４ページでは、地域のマー

クを設定し、地域における安全や健康について考えることができるよう工

夫されています。 

観点Ｂの（１）について、どの発行者にも特長がみられましたが、特に

【東書】の１０ページ、１１ページでは、段落の初めに問いが設定されて

おり、掲載されている資料を基に思考・判断・表現できるよう工夫されて

います。また、【大日本】の１３ページでは、「学びを活かそう」の記入欄

により、思考・判断したことを表現できるよう設定されています。 

観点Ｂの（３）について、【学研】の４９、５０ページでは、「カウンセ

リングルーム」としてＱ＆Ａ形式で、生徒が疑問に感じる事柄について解

決できるよう設定されています。 

観点Ｃの（１）について、どの発行者にも特長がみられましたが、なか

でも、【東書】６ページ、７ページでは、「見つける」「課題の解決」「広げ

る」のマークで１時間の学習の流れが示されており、見通しを持って主体

的に学習に取り組むことができるよう工夫されています。【大日本】の２

３ページの「話合ってみよう」や、69 ページの「学びに活かそう」で、

習得した知識や技能を活用し、考えたことを説明したり、話し合ったりで

きるよう工夫されています。また、【学研】の 16ページ、17ページでは、

「課題をつかむ」「考える・調べる」「まとめる・深める」のマークで 1
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時間の学習の流れが示されており、見通しを持って主体的に学習に取り組

むことができるよう工夫されています。 

観点Ｃの（３）について、特に【大修館】と【学研】に特長がみられま

した。【大修館】の１２ページでは、単元ごとの「特集資料」、６２ページ

には「クローズアップ」に学習に関連した資料、また６５ページでは、ペ

ージ下の「ほり下げる」が設定されており、知識を習得できるよう工夫さ

れています。【学研】の１８６ページ、１８７ページでは、「章のまとめ」

で、「振り返ろう」「確かめよう」「生かそう」の３段階で振り返りが設定

されており、学習内容を定着させることができるよう工夫されています。 

観点Ｅの（１）について、【学研】７３ページには、章の初めの「ひと

最前線を知る」に、学習内容に関係する人物の紹介があり、興味関心を高

めることができるよう工夫されています。 

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 

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。 

  

尾上委員 

私からいいですか。体育と言えば、今年は新型コロナウイルスの関係で

延期されてしまいましたが、オリンピックが日本で行われるというのは、

大きなニュースですよね。各者オリンピックについては、写真など大きく

使って取り上げています。なかでも、【東書】の口絵１、２や、確か【学

研】はより詳しい内容が書かれていたと思うのですが、１４５ページです

ね。イラストや写真とともに価値について詳しく説明されています。こう

いったことを知った上でオリンピック・パラリンピックを見ると、子ども

たちの興味関心を高め、ただ競技の勝ち負けでない多様な見方ができるよ

うになると思います。 

 

嘉名委員 

そうですね。オリンピック・パラリンピックは、私も日本で行われると
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いうことで、楽しみにしています。運動やスポーツの多様な楽しみ方は、

今回の指導要領の改訂で、新しく入ったものですね。その点で【大修館】

には、１２ページの資料がおもしろいと思いました。「ゆるスポーツ」や

「超人スポーツ」として、勝敗にこだわらず楽しめるスポーツがあること

が紹介され、やってみたいと思ったり、新たなスポーツを編み出してみよ

うと意欲につながりそうです。 

それから、【学研】の２１ページも見てください。ここでは、「いろいろ

な部活動」として、「体力向上部」が紹介されています。運動が苦手な子

にとっては、勝ち負けだけでなく、気軽に楽しむことができるものも運動

だと自信が持てそうな資料だと思います。 

 

松本教育長 

そうですね。清水選定委員は保健体育が専門ですが、本市の体力テスト

の結果等からこの点について、教科の内容で説明できることはありますか。 

 

清水選定委員 

本市の体力調査の結果からは、昨年は改善の傾向が少しみられましたが、

女子の体力に課題があり、なかでも、運動の習慣がないことや運動に興味

がないことが全国平均より低いことがわかっています。いかに運動に対す

る興味や運動する楽しみを感じさせるか、機会をつくっていくかが必要と

考えます。 

 

藤本委員 

その点では、【大日本】の１０ページから１２ページの資料を見てくだ

さい。運動やスポーツの歴史などが紹介され、知ること、調べてみること

で、興味を持つことができると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

確かにその資料もいいですが、さきほどの【学研】の２１ページをもう

一度みてください。このページの「考える・調べる」のところに、スポー

ツをおもしろくする「イーブンチャンス」を考えさせ、誰もが楽しめる運
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動について意見を出し合う設問があります。また、２４ページにも、みん

なで新しいスポーツを考えてみることが、探求として設けられています。

このような設定は、運動に親しみ、楽しさを味あわせることにつながり、

本市の課題の解決に役立てそうです。 

 

松本教育長 

なるほど、運動の苦手な生徒にも、楽しさを見つけ、いろんな形で運動

に取り組む習慣をもってほしいものです。その他の観点からもご意見はご

ざいませんか。 

 

澤田教育長職務代理者 

私は、保健体育では、命を大切にすることにつながる学習をしてほしい

と思います。今年の梅雨末期の集中豪雨では、幸い河内長野では大きな被

害はでませんでしたが、九州などでは、命を落とすなど被害は甚大でした。

災害が起こりそうになった時、まず自分、そしてまわりの人の身の安全を

どうやって守れるか考え、行動できる力が重要ではないかと思いますが、

いかがですか。 

 

松本教育長 

河内長野市では、最近も大雨の影響で、学校等に避難所を開設したこと

もありました。澤田委員のおっしゃるように、中学生も防災の意識を持つ

ことは大変重要だと思います。防災の学習からは、いかがでしょうか。 

 

尾上委員 

その点で、いいですか。災害が発生しそうになったとき、情報をしっか

り確認し行動することも必要になってきますが、【学研】１２０ページに

ある避難情報の活用に役立つ表があります。気象庁の出す警報等のレベル

と市町村の情報が、警報レベルのどこにあたって、どう行動すればいいの

かわかりやすくまとめられていて、活用できそうです。 

 

藤本委員 
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私は、【大日本】の１０３ページにある資料がいいなと思いました。避

難するときに持ち出すものをイラスト付きで並べています。実際に自分た

ちで用意するときの手がかりにできます。 

 

嘉名委員 

防災についても、やはり自分で判断して安全な行動がとれることが大切

です。当然中学生も、自分で考え、判断することを身に付けることが必要

ですね。その点で、【学研】では、１１６ページ、１１７ページのように、

「課題をつかむ」で、日頃の備えを振り返る、「考える・調べる」で、緊

急地震速報があったときの自分の行動について振り返り、意見を出し合う、

「まとめる・深める」で、地震発生時どう行動すればいいのか話合うこと

が設定されています。このように学研では、思考判断したり、話し合った

りすることが他の教材にも設定され、友達の意見を聞きながら、考えを深

めていけるようになっています。 

 

松本教育長 

嘉名委員のおっしゃる通り、防災でも、主体的で深い学びが大事です。

この【学研】は、まさしく生徒が主体的に対話しながら学習を進められる

優れたものであると思います。 

では、本市では、昨年度から大阪南医療センターの専門職からがんを学

ぶ事業をしています。今回の指導要領の改訂で扱うことになった「がん」

ですが、この点からは、みなさんはいかがですか。 

 

藤本委員 

私は、【大日本】の８７ページがいいと思います。ここでは、がんにつ

いて学んだあと、漫画で事例を紹介し、考えたり、話し合ったりできるよ

うな設定があります。学んだことを活かし、何ができるかを考えられます。 

 

尾上委員 

なるほど、そうですね。がんは、２人に１人がかかる病気です。子ども

たちも、きっと知り合いで一人くらいは、がんにかかったという話を聞い
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たことがあるのではないでしょうか。最近では、子どもたちは、年齢の近

い水泳選手が血液のがんである白血病と戦っている姿をニュース等で見

ています。がんとどう向き合っていくかを考えることができるものがいい

と思います。 

 

嘉名委員 

日本には、がん治療のための研究でノーベル賞をもらった研究者もいま

す。治療法もどんどん進化していき、今やがんとともに生きる時代です。

そういった意味では、【学研】の１０３ページを見てください。ここでは、

がんにかかった人について焦点をあて、事例からどのように接するのがい

いか考えるようになっています。このような教材で、学んだことをもとに

思考判断し、他者に伝えることができることを学ぶしかけがいいと思いま

す。 

 

澤田教育長職務代理者 

なるほど。がんから離れますが、【学研】では、そのことがわかる特長

がありましたよ。たしか、心肺蘇生法の技能を身に付けるところですが、

１２４ページです。ここでは、ポイントのチェックシートが設けられ、グ

ループで確認し合ったり、教え合ったりしながら実習しましょうと書かれ

ています。自他の課題を発見し、合理的な解決に向け思考判断し、他者に

伝える、これは、保健体育の目標に合致していると言えます。 

 

嘉名委員 

そうですね。心肺蘇生法という命を守る技能を身に付ける場面で、見比

べてみると、【学研】の扱い方は、新学習指導要領でうたわれている「ど

のように学ぶか」を主体的・対話的で深い学びによって、生きて働く知識・

技能の習得ができる内容が設定されていると言えますね。 

 

松本教育長 

みなさんのご発言の内容から、【学研】と【大日本】に絞られてきたと

思います。審議の中で、途中で意見のかわった方もおられるかもしれませ
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ん。最後に、これだけはというご意見はありませんか。 

では時間的な制約もあり、平行線で決めかねる、ということもできませ

んので、ここで、投票を行い確定したいと思います。よろしいですか。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【学研】が４票、【大日本】が１票。 

保健体育は、【学研】が多数となりました。 

異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

松本教育長 

それでは、社会・歴史的分野の審議を行います。選定委員から歴史につ

いて報告してください。 

 

坂田選定委員 

社会科歴史の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】・【教出】・【帝国】・【山川出版（山川）】・【日文】・

【育鵬社】・【学び舎】の７者となります。 

項目 Aの（２）について、【帝国】では、１００ページのように、「地域

史」を設け、地域の姿から、日本の社会や文化への理解を深めるような史

実が取り上げられています。 

項目Ｂの（１）について、【帝国】では、１４４、１４５ページのよう

に、「多面的・多角的に考えてみよう」のページを設定し、歴史上の出来

事について、当時の様々な立場や選択をふまえて考察する学習を展開でき

る内容となっています。 

項目Ｂの（２）について、【東書】【帝国】【日文】の３者に特長が見ら

れました。例えば、【日文】では、２７７ページのように、「地域に学ぶ」

として、生野コリアタウンで暮らす人々の様子を取り上げ、差別事象や多
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文化共生といった人権課題について、深く考えられるよう工夫されていま

す。 

項目Ｂの（３）について、【教出】では、６６ページのように、各単元

のタイトルを生徒の活動する姿と関連させることで、興味を広げ、学習を

効果的に進められるよう工夫されています。 

項目Ｃの（１）について、【東書】【帝国】の２者に特長が見られました。 

【東書】では、１４８ページのように、章のはじめに年表を用いて、政

治・経済・東アジアなどの様子を表すとともに、小学校で習った言葉を太

字で表記するなど、探究活動を意識し、主体的に取り組めるよう工夫され

ています。【帝国】では、２４、２５ページのように、見開きの「タイム

トラベル」を掲載し、学習する時代の様子がイラストで再現されており、

前の時代と比べて特色を考えるよう工夫されて、主体的な学習が取り組め

るよう設定されています。 

項目Ｃの（３）について、【東書】【帝国】【育鵬社】の３者に特長が見

られました。 

【東書】では、６０、６１ページのように、「まとめの活動」において、

学習して考えたことを様々なチャート形式を用いてまとめる活動を取り

入れるなど、知識を習得できる構成となっています。 

【育鵬社】では、６５ページのように、「私の歴史博物館をデザインし

てみよう」において、その時代を代表する資料を自分で考えまとめる活動

を通して知識を習得できるよう工夫されています。 

項目Ｄの（１）について、【帝国】では、１５６、１５７ページのよう

に、世界進出を目指す欧米諸国の単元において、世界地図イラストを大き

く提示し、世界の動きを矢印で確認しながら日本の歴史を考えられるよう

工夫されています。 

項目Ｄの（２）について、【帝国】【日文】の２者に特長が見られました。 

【日文】では、３１１ページのように、人名索引にルビがつけられ、漢

字が苦手な生徒も人物に興味がもてるよう配慮されています。 

項目Ｅの（１）について、【山川】【日文】の２者に特長が見られました。 

【山川】では、２２８ページのように、「第１回普通選挙の実態を探る」

において、有権者の意識をグラフ化して提示するなど、主権者育成の観点
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がコラムとして取り上げられています。 

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 

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 

歴史を扱うには、人権的な要素も加わってくるかと思います。本市とし

ても、人権課題をしっかり扱うことが人権教育を進める上で非常に大切と

考えています。坂田選定委員、人権課題の取扱いについて、説明していた

だけますか。 

 

坂田選定委員 

はい。【東書】【帝国】【日文】は、人権課題について本文以外でも特集

を設け説明するなど、豊富に取り扱われていました。【東書】の２４０ペ

ージを見てください。水平社結成については、このような特集において、

解放令以降も続く被差別部落の生活の厳しさを取り上げています。また、

【帝国】の巻頭５ページを開けてください。「未来に向けて」というコラ

ムを設けており、人権に関するコラムを多数取り上げる中で、差別事象も

積極的に学んでいけるよう工夫されていました。【日文】では、先ほどあ

げた２７７ページのように、大阪府内のアジア人等が多く暮らすまちで暮

らす人々の様子を取り上げ、差別事象に触れ、多文化共生について、深く

考えられるよう工夫されています。 

 

藤本委員 

人権学習も歴史的な見方・考え方を働かせる大切な学習と考えることが

できます。差別事象に対するより深い見方・考え方を働かせることができ、

現代でも残る差別とつなげて考えることができるのではないでしょうか。 
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澤田教育長職務代理者 

大阪は、昔から人権教育を特に大切にしてきた都市です。人権教育は、

歴史学習の中にたくさん存在します。【帝国】のように教科書自体に差別

に関わる史実がたくさん取り上げられていると、日々の授業の中で、生徒

たちと一緒に人権課題について考えることができます。そうすることで、

差別される側・社会の中のマイノリティの側に立って物事を考えることに

つながり、誰もが安心して過ごせる学級につながると思います。 

 

松本教育長 

なるほど。私も同感です。人権教育は、どの教科でも扱われている大切

な観点だと思います。人権に関する扱いはよろしいでしょうか。 

では、他の観点でご意見はありますか。 

 

嘉名委員 

私からいいですか。はじめに選定委員がおっしゃった各者の特長や答申

を見る限り、【帝国】や【日文】【東書】が他の教科書より際立っているよ

うに感じましたが、どうでしょうか。 

 

松本教育長 

坂田選定委員から、もう少し説明を追加してもらえませんか。 

 

坂田選定委員 

はい。新学習指導要領を踏まえ、歴史を生徒に学ばせる上で大切なこと

として、1つは、いかに生徒に興味を持たせ指導を行えるか。そしてもう

１つ、歴史的な見方・考え方をどのように育てるか、ということがあり、

この２点において、先ほどの３者は確かに際立っていました。 

 

藤本委員 

歴史に興味が持てるかということは、私も大切だと考えています。歴史

という教科は、覚えることも多く、苦手意識を持つ生徒も多いです。例え

ば、【日文】１５８、１５９ページを見てくれますか。大きな画像を使っ
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て生徒の興味をひきつける工夫がされていますよ。いかに興味を持って学

習に臨めるかは歴史という教科において非常に大切なのではないでしょ

うか。 

 

澤田教育長職務代理者 

私からいいでしょうか。歴史上の見方・考え方は、学習指導要領の歴史

的分野の目標と重なる部分です。社会的事象については様々な見方ができ

るだけに、いかに多面的・多角的に捉える力を生徒に身に付けることがで

きるかが、グローバル化する社会において求められていると思います。 

 

松本教育長 

では、もう少し、この２点を中心にご意見を上げていただき、審議を進

めていきましょう。いかがでしょうか。 

 

藤本委員 

私から一ついいですか。【日文】を見てもらえますか。どのページでも

いいのですが、右端に年表があって学習している時代が常に確認できます。

これは生徒の視点に立っていると思います。よく生徒は、時代が前後した

り、いつ頃の事かあいまいになってしまうので、こういうちょっとした工

夫は学習を助けることになると思いますよ。 

 

尾上委員 

私も興味が持てる教材として見てもらいたいものがあります。【帝国】

の４６ページを開けてもらえますか。この「歴史プラス」や「人物コラム」

がところどころにあって、歴史のミニ知識の読み物として、生徒にとって

興味が持てるものでないかなと思います。歴史の嫌いな子には、まず、こ

ういったところも必要ではないでしょうか。 

 

松本教育長 

では、私からも一言。歴史学習が単なる記憶作業となると、歴史嫌いの

生徒を生む事にもなりかねません。しかし、【帝国】のコラムなら、興味・



34 

 

関心が高まり、自然と知識が身に付くかもしれません。とても工夫されて

いると思います。 

 

嘉名委員 

わたしもこれは生徒が興味を持って学習するだろうなと思いました。 

先ほど説明のあった【帝国】の２４ページをもう一度開けてもらえます

か。イラストの上下左右に数字とアルファベットがありますよね。例えば、

次のページを開けてください。 

上から１２行目に「住居の近くには貝塚ができました」と書かれてあり

ますが、その下に赤字で「Ｐ２４Ａ１」とあります。 

これは２４ページのイラストの中の「Ａ１」の位置に示されているので

す。 

このように、内容を視覚的にも捉えることができるので、生徒もわくわ

くしながら本文を読み進めたりと、学習の際に、非常に役に立つものにな

ると考えられます。 

 

松本教育長 

確かに、この【帝国】の教科書なら、歴史が苦手な生徒も、本文に書か

れているイラストを探したいという気持ちになって一生懸命学びそうで

すね。 

では、もう一つのポイントである、歴史上の見方・考え方についてはい

かがでしょうか。 

 

嘉名委員 

私からいいですか。【帝国】の１８８、１８９ページをあけてもらえま

すか。日本の方向性を話し合う歴史的事象のある場面を取り上げています。 

しかも、最後の「話し合って深めよう」では、生徒自身がどの立場を支

持するかグループで説明する活動としています。 

【帝国】は、この「多面的・多角的に考えてみよう」というテーマで、

生徒に対して、いろいろな見方を大切にする学習を進めていけるようにし

ているところがいいと思いました。 
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澤田教育長職務代理者 

私からもいいですか。【帝国】の２３０、２３１ページをあけてもらえ

ますか。 

３人の主張をもとに考える教材ですが、「技能をみがく」では、歴史的

な背景を踏まえて、問題の解決を考えると書かれています。 

世界の国々との間にはさまざまな摩擦があり、その解決に向けては、多

様な意見だけでなく、歴史的背景も踏まえた上で多面的・多角的に捉える

ことが不可欠です。 

歴史学習において「多面的・多角的に考えてみよう」というテーマは、

その力を育むことができるいい教材と考えていいのではないでしょうか。 

 

松本教育長 

確かにこれならいろいろな生徒の考えが出てきて深い学びとなる授業

が展開できそうですね。 

みなさんのご発言の内容から、【日文】と【帝国】に絞られてきたと思

います。審議の中で、途中で意見の変わった方もおられるかもしれません。

最後に、これだけはというご意見はありませんか。 

では、時間的な制約もあり、平行線で決めかねる、ということもできま

せんので、ここで投票を行い、確定したいと思います。よろしいでしょう

か。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【帝国】が４票、【日文】が１票。 

歴史は【帝国】が多数となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 
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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。 

 

坂田選定委員 

国語の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【三省堂】【教出】【光村図書（光村）】の４者と

なります。 

項目Ａの（２）について、【光村】２年５４ページから５７ページ「魅

力的な提案をしよう」では、資料を示したプレゼンテーションの活動を通

して、ふるさとの特徴を活かした学習ができるよう設定されています。 

項目Ｂの（１）について、【東書】２年９０ページから９９ページでは

２つの文章を読み比べて考えが深められるよう工夫されています。【光村】

３年１２４ページから１３３ページでも同様に、２つの文章を読み比べる

ことで説得力のある文章を表現する力が育めるよう工夫されています。

【三省堂】３年１４０ページから１４９ページ「情報を関連づける」や、

【教出】３年２１６ページ、２１７ページ「学びのチャレンジ」では、グ

ラフや図表の情報と文章とを関連付けながら表現する力を高められるよ

う工夫されています。 

項目Ｃの（１）について、【東書】１年１２６ページ「移り行く浦島太

郎の物語」では、時代の変化を取り上げることによって、複数の視点を持

って自分の考えを深めていけるよう工夫されています。【光村】２年１４

０ページ「立場を尊重して話し合おう」では、生徒が物事を多面的に検討

し、自分の考えを広げていけるよう設定されています。 

項目 Cの（２）について、【三省堂】２年４０ページから４２ページ「読

み方を学ぼう」では、学年最初の説明文教材の前に読み方を折り込み形式

で掲載し、基本的な読み方を身に付けられるよう工夫されています。また

【光村】２年１７３ページ、１７４ページ「君は最後の晩餐を知っている

か」では、２ページを使って絵画を紹介し、文章の内容を捉えやすくなる

よう工夫されています。 

項目Ｄ（１）について、【光村】１年１１７ページ「聞き上手になろう」
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では、主体的に話を聞く力を育てるために工夫されているだけでなく、３

年間を通して系統立てて配列されています。 

項目Ｄ（２）について、【東書】２年１３１ページから１３４ページ「源

平合戦」では、見開き４ページで合戦の様子を説明し、生徒が合戦の様子

を正確に捉えられるよう工夫されています。【三省堂】１年１２５ページ

から１２７ページ「竹取物語」では、古典文学について挿し絵や年表など

を用いて、効果的に学習が進められるよう工夫されています。 

項目Ｅ（１）について、【東書】２年８６ページから８８ページ「本で

世界を広げよう」では、各学年で数多くの本を紹介し、生徒が読書に興味

が持てるよう工夫されています。【三省堂】３年１０２ページから１０５

ページ「パブリックスピーキング」では、今後の面接や大人数でのスピー

チ等の場面に生かせるような学習内容となっています。【教出】３年９２

ページでは、著名人による書き下ろしを掲載し生徒の興味関心を高め、学

習を進められるよう工夫されています。また、【光村】３年８０ページ８

１ページでは、生徒が読書活動に親しむ態度を養える内容が取り扱われて

います。 

項目Ｅ（２）について、【光村】３年１３８ページでは、手本となる動

画が設定され、生徒が活動をよりイメージできるように工夫されています。 

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 

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。 

 

藤本委員 

私からいいですか。【光村】２年５４ページから５７ページ「魅力的な

提案をしよう」で、生徒がＡＬＴの先生にふるさとの特徴をプレゼンテー

ションしています。これは、河内長野市のいくつかの小学校が６年生の遠

足で行っている「外国人の方にアンケートを取る活動」の発展で、地域の

魅力を見つめ直すだけでなく、小学校の学習とのつながりもあっていいで
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すね。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうですね。新学習指導要領の国語科の目標にもある「社会生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う力を高める」ということに合致しています

ね。言語能力を育成する中心的な役割を担う国語科において、このような

言語活動は多く取り入れたいですね。 

 

松本教育長 

今の「言語能力の育成」について、選定委員から説明していただけます

か。 

 

坂田選定委員 

昨年度の全国学力学習状況調査では、「根拠を明確にして書くこと」と

「話し合いの話題や方向を捉えて、自分の考えをまとめて伝えること」が

本市の国語科の課題でした。 

この課題を解決するために、効果的な特長があったのが、【光村】３年

１２４ページ「人間と人工知能」でした。 

 

嘉名委員 

課題に正対した効果的な学習は必要ですね。「根拠を明確にして書くこ

と」については、各者、工夫されていて、答申の項目だとＢの（１）にな

ると思うのですが、この中では、私も、【光村】の「人間と人工知能の関

わり」について、同じテーマの２つの文章を読んで、考えをまとめる学習

が効果的だと思います。 

 

尾上委員 

私も、論説の比較をすることで、自分の考えに明確な根拠を持つことが

出来そうです。そういえば、２つの文章を読み比べる単元は【東書】２年

９０ページにもありましたね。 
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嘉名委員 

確かに【東書】にもあるのですが、自分の考えをまとめるまでの学習過

程に【光村】はより工夫がみられると思います。 

 

藤本委員 

なるほど。【光村】３年１２８ページにある論説のあとの「学習」を見

ると分かりますね。まずは、個人で文章の要旨を捉え、次に文章の比較を

基にグループで討論をする。そうやって考えを広げた後に、自分の考えを

文章にまとめる。生徒が根拠を明確に持てるように学習過程が工夫されて

いますね。 

 

澤田教育長職務代理者 

生徒が自分の考えを持てるように、個や集団をバランスよく取り入れた

学習過程が作られていますね。本市の中学生の１つ目の課題解決に向けて、

効果的な特長が表れているように思います。 

 

松本教育長 

それでは、本市の課題のもう一つ、「話し合いの話題や方向を捉えて、

自分の考えをまとめて伝えること」についての観点では、選定委員会では

どのような議論が行われましたか。 

 

坂田選定委員 

はい。その課題については、【東書】２年１９３ページから１９７ペー

ジ「話し合いで問題を検討しよう」での、「リンクマップ」が効果的では

ないかという議論になりました。これを使うことにより、主なメリット・

デメリットが明らかになり、議論を整理し結論を導き出すために効果的で

あると思います。 

 

嘉名委員 

確かにこういった「リンクマップ」のような手法は良いと思うのですが、

私は【光村】の「聞き上手になろう」が１年生の１１６ページだけでなく、
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２年生では１１２ページ、３年生では１１４ページというように３年間を

通して設定してあります。生徒が対話的な学びの基礎を築くために、効果

的だと感じています。 

 

尾上委員 

私もそう思います。【光村】のこの単元は、１年生では「質問で話を引

き出す」、２年生では「質問で思いや考えを引き出す」、３年生では「質問

で相手の思いに迫る」と主体的に聞く力を育む内容を通して、学年を追う

ごとに生徒に聞く力が身に付いていくように工夫されていると思います。 

 

藤本委員 

自分の考えを話せるようにするには、前提として聞く力が必要です。主

体的に聞く力、言い換えると相手の思いや考えをうまく引き出す質問力と

言いましょうか。その質問力は、対話的な学習の実現に向けての基礎とな

るのではないのでしょうか。 

 

松本教育長 

選定委員、他にはどのような議論がありましたか。 

 

坂田選定委員 

はい。中学生の読書活動について、スマホやタブレットの時代に、生徒

が「読書」に親しめる特長もありました。【東書】１年２８８ページ「本

の世界を楽しもう」のように数多くの本を紹介していることや、【光村】

３年８２ページ「私の一冊を探しに行こう」での学習活動に特長がありま

した。 

 

尾上委員 

確かに、【東書】では、かなり多くの本が紹介されていて目移りしてし

まうほどです。ただ、この【光村】の「私の一冊を探しに行こう」には、

一つの小説を例に、新聞や雑誌、ウェブサイトから本を知る方法も掲載さ

れていて、自分にふさわしい「本の探し方」が学習できていいですね。 
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澤田教育長職務代理者 

「本の探し方」を学習することは必要だと思うんです。臨時休校中のい

わゆる「ステイホーム」で読書の時間が増えたという新聞の記事を目にし

ました。デジタル社会の今だからこそ、読書の時間を増やすために、読書

の魅力に触れたり、本の探し方を学習することは、とても大切なことです。 

 

藤本委員 

国語科の学習で、良書と出会うきっかけを得て、たくさんの言葉に触れ

ることは素晴らしいことですね。教科書でも物語文や説明文を通して、言

葉を知り、その言葉の持つ味わいに触れていくことが、生徒の表現力など

を養うことにつながるのではないのでしょうか。 

 

嘉名委員 

私もそう思います。いかにたくさんの言葉に触れることができるのか、

が大事なように思います。今、読書だけでなく教科書の物語文や説明文に

ついて話がありましたが、その点では、私は【光村】の１年最初の読み教

材と３年最後の読み教材が特に印象に残っています。１年２２ページの

「シンシュン」。登場人物の関係の変化を捉えることが目当ての１つです。

中学校に入学して初めて学習する教材に、敢えてこのような仲間づくりに

触れていることは、生徒の今後の学校生活に生かされます。そして、３年

生１６６ページの「誰かの代わりに」では、筆者の考えについて複数の観

点を基に読み進めた後、仲間との話し合いを通して、「『誰かの代わりに』

という意識」について自分の考えをまとめます。３年生の最後に、これか

ら社会で活躍していく上での人との関わりについて学習することになり

ます。 

 

澤田教育長職務代理者 

この「誰かの代わりに」の最後のページには、「他の人たちと関わり合

い、弱さを補い合うからこそ、人は倒れずにいられます。そして、自分が

存在することの意味を感じながら生きることができます。」とあります。
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社会や人間について自分の意見を持てることは、これからの時代を生きて

いく上で大切なことだと思います。 

 

松本教育長 

【光村】の教材は、文章の内容的にも優れていますが、「読む」「書く」

「話す」という内容が盛り込まれた構成になっていて、とてもいいなと思

います。義務教育最終段階での国語の学習として、まさに９年間の学びの

集大成といえる教材ではないかなと思います。 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が、同じご

意見と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【光村】が５票。 

国語は【光村】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

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 

書写の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【三省堂】【教出】【光村】の４者となります。 

項目Ａの（１）について、【教出】４ページ、５ページ「目的に合わせ

て書こう」では、具体的な場面を掲載し、何を使ってどのように書くのか

を分かりやすく説明しています。 

項目Ｂの（３）について、【教出】４４ページ「行書の筆使い」では、

手を筆に見立てて書くイラストを掲載し、筆の動きを実感しながら学習で
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きるように工夫されています。【光村】１１０ページから１１８ページ「日

常に役立つ書式」では、ポイントを色付けするだけでなく、端的な言葉を

用いて解説されています。 

観点Ｃの（１）について、【東書】６４ページ、６５ページ「本のポッ

プを書こう」では、生徒が主体的に内容や書き方を考え、友達と感想を伝

え合う活動内容が提示されています。【三省堂】４８ページ、４９ページ

「やってみよう」では、グループ新聞の作成を例として、生徒が話し合い

ながら、内容を主体的に決定していく活動が提示されています。【教出】

９８ページ、９９ページ「三年間の学習の成果を生かそう」では、自分に

合った学習活動を選択し取り組めるよう工夫されています。【光村】８２

ページ「壁新聞を作ろう」では、課題に応じた話し合いをもとにした創作

活動や、情報発信のための書く活動など、多様な学習活動が設定されてい

ます。 

観点Ｃの（２）について、【教出】３６ページ、３７ページ「学校生活

に生かして書く」では、「お薦め」の本を仲間と交流し、ポスターセッシ

ョンを行うなどの学習場面が設定されています。【光村】８４ページ、８

５ページ「『デザインと文字』を考えよう」では、日本の文字の豊かさを

取り上げるだけでなく、キャリア教育にも配慮された内容となっています。 

観点Ｄの（１）について、【東書】４６ページ「職業訪問をしよう」で

は、手紙の書き方や文字の配列など、書写の学習で身に付けた力を生かせ

るよう工夫されています。【教出】３０ページ、３１ページ「学習を生か

して書く－配列－」には、レポートにまとめる活動を取り上げ、他教科に

おいても活用できるよう工夫がされています。 

観点Ｅの（１）について、【三省堂】７６ページ「名言集を作ろう」の

「篆刻について知ろう」には、高等学校の学習内容にふれ、今後の学習に

興味関心を持たせる工夫がされています。【教出】８０ページ、８１ペー

ジ「コラム」では、日本建築や古典を用いて高等学校の学習内容を取り入

れています。 

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 
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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 

最近の、スマホやタブレットの普及状況からも分かるように、情報化が

着々と進み、生徒たちの「文字を書くこと」に対する環境や意識が変化す

る中で、書写という教科のねらいを再確認させてもらえますでしょうか。 

 

坂田選定委員 

新学習指導要領の目標及び内容には、「各教科等の学習活動や日常生活

に生かすことのできる書写の能力を育成することが重要となる。」と示さ

れていているだけでなく、「文字を効果的に書くことのできる力を育成す

ることが大切である。」と示されています。 

 

藤本委員 

文字を効果的に書くということに関しては、他教科での活用の仕方に特

長が出ていましたね。【教出】３０ページ、３１ページを見てください。

これを見ると特長がよく分かります。理科の観察時のレポートについて、

ポイントが整理されています。このように横書きの書き方を学習すること

は、他教科でも活用できますね。 

 

尾上委員 

私は、【光村】のいいところを見つけました。８４ページ、８５ページ

を見てください。ここでは、文字の豊かさだけでなく、仕事への思いが掲

載されていて、書写の学習をしながらキャリア教育へとつながるような効

果が考えられますね。 

 

松本教育長 

他教科での活用について、選定委員は、説明ありますか。 

 

坂田選定委員 
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その点については、【教出】３６ページ、３７ページ「学校生活に生か

して書く」が取り上げられていました。この単元では、おすすめの本の紹

介を仲間とするだけでなく、さらにポスターセッションを取り入れていま

す。 

 

藤本委員 

なるほど。【教出】では、大きい用紙に文字の大きさや太さだけでなく、

図や表を使って分かりやすくまとめられていますね。学校生活では、さま

ざまな場面でこのようにポスターを書く活動があります。ポイントも色を

変えて簡潔に示されていますね。ポスターセッションとして取り上げてい

ることも特長のひとつですね。ページ下には手順が記載されていますが、

効果的にポスターを書くだけでなく、聞き手に応じた内容の発表や、発表

者に質問をしたりする学習は、主体的・対話的で深い学びにつながります

ね。 

 

松本教育長 

他教科での活用に関して【教出】は、工夫されていますね。では、藤本

委員がおっしゃった主体的・対話的で深い学びが展開しやすいよう、各社

の工夫されていることでご意見はありますか。 

 

嘉名委員 

学習の仕方については、【光村】の書写ブックですね。これは取り外し

て使えるだけでなく、内容を見ても書き込みの箇所が多く設定されており、

主体的な学習を通して書く力を身に付けるものとして、よく考えられてい

ます。 

 

藤本委員 

その書写ブックには、身に付いた書く力を確認するという点で、２０ペ

ージ、２１ページに書写テストがありました。このように３年間で学習し

たことを確認できるのはいいですね。 

 



46 

 

澤田教育長職務代理者 

その点については、【教出】にも設定されていました。１０８ページ、

１０９ページの「書写テストで確認」では、答えの根拠を書く設問も用意

されていて充実しています。大阪府のチャレンジテストで毎年出されてい

る問題と同様の設問も取り上げられているので、これなら対応できます。 

 

松本教育長 

この【教出】は、学習の仕方についても、それぞれ工夫がされています

ね。ところで、学びを進めていく上で特長的なものはありますか。選定委

員どうですか。 

 

坂田選定委員 

はい。【教出】４４ページ「行書の筆使い」での、親しみやすいイラス

トやポイントをおさえた吹き出しコメントだけでなく、手を筆先に見立て

る工夫がされているところが、分かりやすく効果的であるとの議論があり

ました。 

 

尾上委員 

このページにある行書の筆使いって、本当に難しいですよね。こうやっ

て、生徒が自分の手を使って、行書の筆使いについて理解を進められるよ

うな工夫は、とてもいいですね。 

 

嘉名委員 

やはり、書写の授業なので毛筆は大事ですよね。ところで、教科書によ

って毛筆の手本の配置が様々なようなのですが、この違いについてはどう

ですか。 

 

松本教育長 

選定委員、どうですか。 

 

坂田選定委員 
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はい。手本の配置についてですが、【教出】６４ページでは手本が右に

あり左には学習についての説明があります。【光村】７８ページでは、手

本のみの配置となっています。どちらが、より生徒にとって学びを進めや

すいのかを考えた時に、【教出】の配置は、見開き２ページで手本と学習

のポイントがまとめて見ることができます。【光村】の配置だと、学習し

たポイントを確認するためには、ページを戻らなくてはいけません。 

 

嘉名委員 

確かにそうですね。【教出】のように右のページに手本があると、文字

を書くときに手本を見ながら書きやすいですね。ポイントの確認も手本を

左に置けば、同時にできると思います。 

 

尾上委員 

それと、【光村】には手本のページにＱＲコードも付いていますが、毛

筆の用具が置いてある机の上でこれを生徒が読み取って学習を進めてい

くことは、簡単ではないと感じるのですが。 

 

松本教育長 

他にご意見はございませんでしょうか。 

 

藤本委員 

私からいいですか。【教出】１０ページ「書写をとおして学んでいくこ

と」を見てください。この１ページには、書写で身に付けられる様々な力

が記載されています。生徒が３年間で何が身に付いたのかを実感できるこ

とは、新学習指導要領でも大切にしていることです。 

 

澤田教育長職務代理者 

最初の話に戻りますが、「各教科等の学習活動や日常生活に生かすこと

のできる書写の能力の育成」と「文字を効果的に書くことのできる力の育

成」という目標に向けて、何を学ぶのか、どのように学ぶのかが、この【教

出】の教科書は、分かりやすく整理されていますね。 
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尾上委員 

【教出】のこのページは他者と比べてもとても分かりやすいです。少し

もどって【教出】４ページ、５ページを見てください。ここには、目的に

合わせて書くために、日常の場面が載せられています。これを見れば、生

徒が書写の学習で身に付けた力を、学校生活や普段の生活の中でもっとも

っと活かしてみたいと思うのではないでしょうか。４ページの最初に書か

れている「文字には、人と人とをつなぐという大切な役割がある」という

生徒へのメッセージもいいですね。 

 

松本教育長 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が、同じご

意見と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【教出】が５票。 

書写は【教出】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

（休憩） 

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。 

 

坂本選定委員 

外国語科の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【開隆堂出版（開隆堂）】【三省堂】【教出】【光村】

【新興出版社啓林館（啓林館）】の６者となります。 
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項目Ｂの（１）について【東書】【開隆堂】【光村】に特長がありました。

中でも【東書】１年５６ページ「Small Talk!」では、ユニットの進度に

合わせたテーマを設定し、即興的に対話を続ける練習が取り上げられ、あ

いづちやつなぎ言葉の掲載もあり、対話がつながるよう工夫されています。

【開隆堂】２年２４ページ「Interact」では、学んだ表現を使う必然性が

ある場面を設定し、自分の意見を言う際はその理由まで述べるよう構成さ

れています。 

項目Ｂの（２）について【東書】では、３年８９ページに国をこえて助

け合う大切さを知り、ＳＤＧｓについてもふれながら、国際協力を通して

自分に何ができるかを考える題材が設定されています。また【啓林館】の

３年４９ページから５９ページ「みんなにやさしい社会」では、世界の多

目的トイレや点字などが取り扱われており、全ての人にとって使いやすい

道具等を紹介する内容となっています。 

項目Ｃの（１）について【開隆堂】【三省堂】【光村】に特長が見られま

した。中でも【開隆堂】３年７０ページでは、学習したことをもとに友だ

ちにクイズを出したり、自分の好きな事について書いたものを、友だちと

交換して感想をもらう等、伝え合う楽しさを味わえるよう工夫されていま

す。 

項目Ｃの（２）について【東書】では、３年６６ページ「Unit Activity」

では、いざというとき役立つ標識を通して、災害時の外国人支援だけでな

く、日本で地震にあった外国人の体験談が掲載されており、外国人向けに

ユニバーサルデザインを使った図表や標識の意味を説明できるようにす

る活動が設定されています。【三省堂】２年１０４ページ「Reading for 

Information」では、メニューの絵から好みに合わせた条件に合う情報を

読み取り、食べ物をすすめる内容を取り上げたり、サラダのレシピから、

材料、買い物、道具まで、料理で自分が必要な物をそろえる際に英語を使

ったりする活動ができるよう設定されています。 

項目Ｃの（３）について【東書】３年巻末「学習をふり返ろう CAN-DO

リスト」では、ふり返りとともに、高校の学習にまで見通しがもてるよう

工夫されています。また、【開隆堂】２年１５６ページ「できるようにな

ったことリスト」では、身に付いた力がわかるように単元の目標に合った
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項目が提示され、年間４回チェックできるよう工夫されています。 

項目Ｄの（２）について【三省堂】１年６５ページでは、文房具のチラ

シからの情報を比較し読み取るための挿絵や図が取り扱われています。ま

た、【光村】３年１４１ページ「英単語の成り立ち」では、食べ物のイラ

ストを３つに分けて、つづりの長い英単語の構成を説明し、語彙力が身に

つくよう工夫されています。 

項目Ｅの（１）について【開隆堂】【三省堂】【教出】【啓林館】に特長

が見られました。中でも【開隆堂】３年１０６ページでは、中学校生活を

ふり返り、生徒自ら学びを深めまとめあげる内容となっています。【教出】

１年１３３ページには付属のマスキングシートを使って、重要語句など自

主学習に活用できるよう取り扱われています。 

以上、６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 

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 

外国語は今や、一部の職業だけでなく生涯にわたり様々な場面で必要に

なってくる世の中だと思いますが、新学習指導要領では、これからグロー

バル化が急速に進む中で、外国語によるコミュニケーション能力の必要性

が重視されていますね。言語活動を通したコミュニケーション能力の育成

という観点について、まずは考えたいと思うのですがみなさんどうですか。 

 

尾上委員 

私からいいですか。その点に関しては、【三省堂】の１年６５ページと

２年６５ページをご覧ください。日常会話を通して対話する内容になって

います。一定条件を設け、生徒が自ら考え話す活動になっています。【東

書】にも同じような内容があって、１年７４ページや３年６７ページを見

てください。決められた場面の対話を参考にしながら、イラストに合わせ



51 

 

て対話する活動になっています。どちらも実生活で耳馴染みのある言葉で

楽しみながら取り組むことができるし、コミュニケーション能力の育成に

つながると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

なるほど。実生活に即した教材を取り上げることで、より身近なことと

して捉え、外国語でやりとりできるのですね。中学校では４技能、読む・

書く・聞く・話す、のなかでも話す技能を２領域に分け、発表、スピーチ

とやりとり、ディスカッション、に力を入れていくことになると思うので

すがこのような実生活に即した外国語のやりとりは、小学校からのつなが

りを考えると、生徒にとっては、取組みやすいのでしょうね。 

 

嘉名委員 

少しいいでしょうか。確かに身近なものを取り上げていて、取組みやす

いとは思います。でも、決められた場面の決まった会話ではなく、これか

らは、お互いの考えや気持ちを外国語で伝え合う対話的な言語活動も大切

だと思うのですが。 

 

藤本委員 

その点では、【開隆堂】に優れた教材がありましたよ。例えば、１年８

１ページをご覧ください。これは、自分で話したいテーマを選んで短時間

の即興的なやりとりができるように設定されており、３年間継続して積み

重ねることにより、話すことに自信が持てるようになるだろうし、自分の

思いを英語で伝える力も身に付くと思います。 

 

松本教育長 

私も、この【開隆堂】は工夫されていると思います。その場で思考・判

断し表現する即興的なやりとりも、コミュニケーション能力の育成という

面では、今後とても大切だと思います。現在は日本でもたくさんの外国の

方が来日し、働き、生活しています。外国語を学ぶことで、自分を表現し

積極的に世界とつながる。そのためにもやはり、主体的・対話的な学びを
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丁寧にすることでどの子にも伝え合うことの楽しさを味わうことが大切

だと思います。 

 

藤本委員 

主体的な学びということを考えれば、やはり生徒が興味をもって、学習

に向かっていく必要があると思います。そういった意味で【開隆堂】によ

さがあると思います。３年の７０ページでは、お題を設けて、友だちに即

興でスリーヒントクイズを出す教材があります。また、教科書には、将棋

の藤井聡太さんが、例であげられていますが、自分の好きな人物やものに

ついて、英文を書いて、友だちと交換して感想を伝え合う教材もあります。 

 

嘉名委員 

おもしろい教材ですね。【開隆堂】は新出文法をマンガを通して、理解

できるようにしていますね。３年６４ページを見てください。状況に応じ

た表現を、ペア学習で練習し、アレンジする活動となっています。生徒に

とって新しい単元ごとに、マンガを読む感覚で、興味をもって学習できる

よう、工夫されていると思います。 

 

松本教育長 

ただ、中学生にもなると、短い対話だけでなく、長文を読む活動も必要

になってくると思いますが、その点ではどうですか。 

 

尾上委員 

いいでしょうか。その点については、【東書】３年１２０ページを見て

ください。小学校の国語で学んだ「がまくんのお手紙」の物語が、掲載さ

れています。英語の苦手な生徒にとっても、すでに話の内容がわかってい

る物語なら、読んでみようと思うでしょう。なつかしい小学校とのつなが

りがもてる教材にもなっていますよね。 

 

嘉名委員 

小学校で学んだ教材は【開隆堂】にもありますよ。２年４４ページに「ご
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んぎつね」が掲載されています。私も「ごんぎつね」の話は、子どもの音

読の宿題で、よく聞きましたね。生徒は、なつかしい教材を英文で読むこ

とで、新鮮さを感じるかもしれませんね。 

 

澤田教育長職務代理者 

小学校でも、外国語科が教科化され、中学校での学習へと積み重ねる中

で、小学校とのつながりが、目に見えてわかると、生徒にとっても、自身

の成長の気づきの時間となるでしょうね。学習活動を通して、生徒自身が

自分の内面の高まりも感じることのできるような、そのような教材の工夫

もあるといいですね。 

 

坂本選定委員 

今の澤田委員のお話について、選定委員会でも議論になりました。どの

教科書にも中学校生活を振り返る内容は取り扱われていますが、特に【開

隆堂】では、仲間とのつながりを大切にしていて、２年生の最後１１３ペ

ージ「この１年で得た宝物」という単元が設定されています。自分の思い

を伝えるだけでなく、友だちのスピーチに対して感想や共感を伝えメッセ

ージを書く単元になっています。中学校の１年１年は仲間との関係がぐっ

と深まる時期だと思うので、２年生でもこの単元を取り扱っているのは

【開隆堂】の特長です。それに【開隆堂】は、３年生の最後にも、素敵な

教材があります。１０６ページ「Special Project」で、中学校の思い出

を残そうという単元を設定して、英語学習の総仕上げとして、授業で学ん

だ成果をクラスメートとともにまとめる学習活動になっています。 

 

尾上委員 

自分の思いを英語で表現し仲間と作り上げる活動は互いの成長を認め

合える時間にもなると思います。中学３年生の卒業を間近に控えた時期に、

小学校とはまた違う気持ちの高まりであったり、クラスの仲間を想う気持

ちであったりを、英語で表現する・言葉をつなぐ・仲間をつなぐ、価値あ

る教材だと思いますね。 

 



54 

 

藤本委員 

そうですよね。この教材は内容だけでなく、中学３年生の最後までに外

国語科で身に付けさせたい力、４技能５領域のすべてが試される教材にも

なっていますよ。 

 

嘉名委員 

必要な力を身に付けながら、英語を通して言葉を学び、自分の思いを表

現することで、仲間とつながり、心をつなぐ、素敵な教材ですね。 

 

松本教育長 

なるほど、価値のある教材ですね。 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が、同じ意

見と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【開隆堂】が５票。 

英語は、【開隆堂】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

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。 

 

坂本選定委員 

音楽の選定報告をいたします。 

音楽は「一般」と「器楽」でそれぞれ教科書があり、はじめに「一般」

について報告します。 

選定の対象は、【教出】【教育芸術社（教芸）】の２者となります。 
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項目Ｂの（１）について【教芸】１年４０、４１ページ「レッツクリエ

イト」ではグループで話し合いながら、音楽の構成を工夫し、図形などに

表現し説明や意見交換する活動が設定されています。 

項目Ｂの（２）について【教出】１年５４、５５ページでは、日本とア

ジアの音楽表現を比較したり、各国のポピュラー音楽を取り上げたりし、

国際理解の観点に基づいた教材が取り扱われています。【教芸】２、３年

下６０ページから６３ページでは、日本と海外の多彩なジャンルの音楽が

掲載されており、様々な価値観に触れられるよう工夫されています。 

項目Ｃの（１）について【教出】２、３年下２２、２３ページ「音のス

ケッチ」では、提示されているテーマをもとにリズムを創作し、グループ

で交流しあえるよう場面が設定されています。【教芸】２、３年下９６ペ

ージでは、学んだことを生かし、注目するポイントをヒントにしてみんな

に薦めたい１曲を選び、曲の良さを音楽と関連付けてプレゼンテーション

を行う活動が設定されています。 

項目Ｃの（２）について【教出】１年１２、１３ページ「歌うための準

備」では、息のコントロールや母音の発音についての内容が取り上げられ

ています。 

項目Ｄの（２）について【教芸】２、３年上５５ページ「オペラについ

て」では、総合芸術にはたくさんの人々の力の結集が必要であることを１

枚の絵にまとめて掲載し、芸術に関わる人について触れられています。 

項目Ｅの（１）について【教出】２、３年下６４、６５ページ「コンピ

ューターと音楽」では創作活動や調べ学習など、活用方法について記載さ

れ、学習を深められるよう配慮されています。   

以上、音楽（一般）についての報告を終わります。 

 

坂本選定委員 

続いて、「器楽」の選定結果について報告いたします。 

選定の対象は、【教出】【教芸】の２者となります。 

項目Ｂの（２）について【教出】器楽２７ページ「発展」では、各楽器

の演奏形態ごとに同じ演奏形態の各国の民族楽器を取り上げ、文化や伝統

について調べる内容となっています。 
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項目Ｃの（１）について【教芸】器楽１１ページ「深めよう音楽」では、

スタッカートなどのアーティキュレーションの工夫について課題が設定

されることで表現の違いを感じ取れるよう工夫されています。 

項目Ｄの（１）について【教出】器楽６ページには、学習内容ごとに学

びのねらいと学びのポイントがわかりやすく提示されることで、単元で身

に付ける力に向かって効果的に学習が進められるよう設定されています。    

項目Ｄの（２）について【教芸】器楽３３ページには、３つの種類のギ

ターと演奏者を写真で並べて提示することで、生徒に興味をもたせるだけ

でなく、特徴も理解できるよう工夫されています。 

以上、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 

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、まず

は、音楽・一般について、審議いたします。 

 

澤田教育長職務代理者 

新学習指導要領の音楽科の目標は、「生活や社会の中の、音や音楽の働

き、音楽文化と豊かに関わる、資質能力の育成を目指す」とあるようです。

そこで、この点について、生活の中にある、音楽や音楽文化が、私たちに

与える影響を、この２者の教科書ではどう取り扱っていますか。 

 

坂本選定委員 

その点についてですが【教出】では、「私たちのくらしと音楽」を設定

しています。２、３年上７０ページをご覧ください。著作権について扱っ

ています。他にも、２、３年下６６ページでは、音楽療法が取り上げられ

ています。 

【教芸】１年６６ページをご覧ください。「生活や社会の中の音楽」を

設定し、音楽の役割について、ＣＭの短いメロディーやスマートフォンで

聴く音楽を。また、２、３年下６８ページでは、音楽と仕事を取り上げ、

調律師や楽器店、お年寄りの施設での音楽の力を活用したレクリエーショ

ンなどが掲載され、さまざまな場面で音楽に携わる人のことがわかります。
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また、音楽教育が世界でも活かされＳＤＧｓについてもふれられています。 

 

藤本委員 

なるほど、生活の中で音楽の持つ力についてふれられているのですね。 

【教芸】の音楽と仕事という視点はキャリア教育にもつながると思いま

す。 

 

尾上委員 

私から１つよろしいでしょうか。【教芸】のお年寄りの施設での、音楽

の力や外国の難民キャンプでの音楽活動を通して感性を豊かにする音楽

の力など、年齢や国を問わず音楽が生活の中で息づいていることが伝わっ

てきます。 

 

松本教育長 

生徒にとって、より身近な現代の人と音楽との関わりについては、【教

芸】が工夫されているとわかりました。では、伝統や文化との関わりはど

うでしょう。選定委員から説明できますか。 

 

坂本選定委員 

その点については【教出】が、２、３年上４６ページから「郷土の音楽

や芸能」を設定し、全国の様々な場所と機会で演じられる、音楽や芸能に

ついて、詳しく説明されていて、祭りが地域に受け継がれていることを感

じ取りながら、生徒にとって、興味のもてる内容となっています。 

また、【教芸】では、２、３年上６８、６９ページで、郷土の祭りが、

ユネスコ無形文化遺産と関連させて、取り上げられていて、自分たちの住

んでいる、地域に伝わる祭りや芸能について調べ、歴史や背景を知り、よ

さを味わうように、工夫されています。 

また、次の世代に受け継ぐために、自分たちが、どのように関わってい

けばよいかについて、触れられています。 

 

松本教育長 
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【教芸】の、受け継ぐためにどう関わるかを考えるという視点はいいで

すね。本市は今年、天野山金剛寺など、女人高野が日本遺産にも認定され

ましたし、指定文化財もたくさんあります。今日まで受け継がれてきた、

日野の獅子舞や、西代神楽など、まさしく伝統音楽と伝統文化を生徒たち

にも、受け継いでいってもらいたいと思います。 

 

尾上委員 

よろしいでしょうか。私も伝統文化を受け継ぐというところから、【教

芸】の巻頭に掲載されている、伝統芸術や音楽に携わる人を見てください。

ここでは、狂言師の野村萬斎さんの考え方がメッセージとして掲載されて

います。他にも松任谷由実さんの生き方や、小学校できっと学んだ、詩人

の谷川俊太郎さんの音楽と向き合う様子が、掲載されています。これはき

っと、生徒たちの心に響き、音楽を学ぶスタートとしては、いい刺激にな

ると思います。 

 

松本教育長 

そうですね。尾上委員のおっしゃるように、中学生にとって、心に届く

ような内容ですね。 

では、中学生ともなれば、自分の好きな音楽や興味のある音楽が出てく

ると思うのですが、音楽の種類やジャンルについては、どうでしょう。 

 

藤本委員 

これから成長する中で、どんどん広がる音楽の世界でいえば、多彩な音

楽を紹介しているのが、【教芸】２、３年下５８ページから、６３ページ

のポピュラー音楽の、ジャンル紹介だと思います。音楽メディアの変遷な

ども、掲載されていて、友だちと音楽について、話すきっかけにもなると

思います。特に、ワークシートを使って、普段聴いている曲を、発表し合

うことは、友だちの新しい一面を、知ることにもなるし、互いを認め合え

る機会にもなると思います。今、重要視されている、主体的、対話的な学

びにもなると思います。 
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松本教育長 

では、本市の中学校では、合唱コンクールに取り組んでいる学校も多い

です。歌うことで表現するという点で課題となるのは、変声期に入る生徒

が多くなることです。中学生は、心や体の成長、発達段階の個人差が大き

い時期でもあります。その中での、歌唱という点を考慮した内容について

は、どうでしょうか。選定委員から説明はありますか。 

 

坂本選定委員 

その点では、【教出】では１年１２、１３ページと、２４、２５ページ

に掲載されています。息のコントロールや、母音の発音の仕方、変声期に

ついて説明があります。【教芸】では、１年１４、１５、２０ページと３

ページにわたり「My Voice」の中で、呼吸や変声期について取り上げ、声

の出る仕組みや変声期に心掛けることが掲載されています。 

 

松本教育長 

なるほど。中学校へ入学した１年生への発達段階に配慮されていますよ

ね。 

特に【教芸】の「My Voice」の扱いは、生徒も理解しやすいと思います。

みなさん、どうでしょう。 

 

尾上委員 

私から、よろしいでしょうか。私も音楽に長く携わってきたものですか

ら、そういう目線で見ると、【教芸】の「My Voice」は、視覚的にもわか

りやすく工夫されていると思います。呼吸については、鼻から吸う時は、

「花の香りをかぐような感じ」、や、口から吐くときは、「ゆっくりむらな

く吐く」など、具体的に説明されているのがいいですね。中学生の気持ち

が吹き出しであるのも共感がもてて、いいと思います。 

 

嘉名委員 

私も、同感です。私も中学生の変声期を迎えた時に、声が出しにくくて、

歌も音程をとるのが、難しかったことを覚えています。こんな風に教科書
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で丁寧に説明されていて、声の出しづらい理由や、変声期に心がけること

などがあると、変声期を迎えた男の子たちも安心するでしょうし、女の子

も理解できていいですね。それに、私の子どもも中学校の音楽で、友だち

と一緒に歌う合唱が、好きになりました。 

 

松本教育長 

だいたい意見が出つくしたかと思いますが、音楽の一般についてはよろ

しいでしょうか。 

次に、音楽については、器楽の教科書と合わせての採択になるので、器

楽の教科書についてご意見はありませんか。 

 

嘉名委員 

では、私から。中学生の時期は、ギターに興味をもちはじめる生徒もい

ると思います。【教出】は２９ページにギターの指番号を掲載し、巻末に

その指番号とコード表をひとつひとつ写真でまとめられていて、これを見

ると生徒が自分で練習に取組めると思います。【教芸】にもコード表の掲

載がありますが、【教芸】のギターの取扱いがいいですね。３９ページに

「大きな古時計」の練習曲が掲載されていて、中学生のよく知っている曲

だし、メロディーが演奏できるようになれば、伴奏パートを加えて重奏も

できるよう工夫されています。友だちとギターで重奏できることで、さら

にギターにあこがれる生徒もいると思いますね。 

 

尾上委員 

友だちと音を合わせて、楽器を奏でる楽しさを味わうのは多感な中学生

にとって、心を合わせる、認め合う貴重な時間になると思います。演奏の

工夫として、アーティキュレーションを工夫することで、より豊かに感じ

取ったり、表現活動ができたりすると思うのです。アーティキュレーショ

ンについて、詳しく説明されているのは【教芸】の２１ページだと思いま

す。 

 

澤田教育長職務代理者 
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尾上委員はやはり、専門でよくご存知ですね。私は、生徒自身が工夫し、

表現する活動は、思考力や判断力を養う点でも大切だと思います。それに

互いに対話しながら工夫し、より良いものを目指したり、互いの感じ方を

受け入れたりすることも体験的活動を通しての学びになると思います。 

 

嘉名委員 

澤田委員のおっしゃった、体験的な活動を通して学ぶ機会ということで

は、音楽科の目標にもある、「音楽活動の楽しさを体験することを通して、

音楽を愛好する心情を育むとともに、豊かな情操を培う」とあります。ま

さしく、楽器を奏でる楽しさを味わうなかで、育まれるものですね。 

 

藤本委員 

私からもいいですか。尾上委員の話された、友だちと音を合わせて、心

を合わせる、認め合うというのは、貴重な時間で、とても大切ですよね。 

 

尾上委員 

はい。私も、とても大切だと思っています。【教芸】の２、３ページに

は、音を奏でることの楽しさが、演奏者の言葉を通して掲載されています。

子どもたちの心に響き、やってみたいという気持ちにさせてくれるかもし

れません。 

 

松本教育長 

私もそう思います。音楽を学ぶことに対して、興味がわき、主体的に学

ぶ姿勢にもつながると思いますし、いろいろな夢をもたせる内容にもなっ

ていると思いました。それに、【教芸】の４、５ページにある「音楽って

なんだろう」も、多感な中学生の時代に受けるメッセージとして、また音

楽を学び考えることで、多様な価値観が芽生え育つのではないかと思いま

す。 

 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が、同じ意

見と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 
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それでは、音楽の一般と器楽について、それぞれ記入してください。 

 

松本教育長 

投票の結果、音楽の一般は【教芸】が５票。器楽も【教芸】が５票。 

音楽は一般、器楽ともに【教芸】が多数となりました。 

ご異論はございませんでしょうか。 

 

全委員 

はい。 

 

松本教育長 

それでは、技術・家庭科、家庭分野の審議を行います。選定委員から家

庭分野について報告してください。 

 

坂本選定委員 

技術・家庭科、家庭分野の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【教育図書（教図）】【開隆堂】の３者となります。 

項目Ａの（２）について、【開隆堂】の２１２ページでは、和と洋の伝

統的な文化について、それぞれの長所に触れ、伝統的な文化の良さを理解

できるよう配慮されています。 

項目Ｂの（２）について、【開隆堂】の５９ページではＬＧＢＴについ

ての資料が掲載されており、多様性を尊重する人権教育の配慮がされてい

ます。 

項目Ｂの（３）について、【東書】の巻末では、巻末の防災・減災手帳

を活用して、災害対策についての学習を深めることができるよう工夫され

ています。 

項目Ｃの（１）について、【開隆堂】の２１４ページでは、「話し合って

みよう」で、日常生活に関する課題を提示し、主体的に学習が深められる

よう設定されています。 

項目Ｃの（２）について、【東書】の８ページ、９ページでは、「問題を

解決する道筋と見方・考え方」で、課題解決までの方法が示されており、
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手順を確認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。ま

た、２７１ページでは、「生活の課題と実践」で、思考ツールを活用した

課題の決め方やまとめ方が示され、学習を支援するよう工夫されています。 

【教図】の１０１ページでは、巻末のシールを使って昼食の献立を考える

課題が設定され、視覚的に献立を把握し課題に取り組めるよう工夫されて

います。 

項目Ｃの（３）について、３者とも特長がみられました。【東書】の５

１ページでは、各項目に「まとめよう」が設定されており、学習の内容を

振り返り確認し、自己評価できるよう工夫されています。【教図】の２１

０ページのように、各章に「学習のふり返り」で、３観点に分けて問題が

設定されており、学習内容の理解の把握ができるよう工夫されています。 

項目Ｅの（１）について、【開隆堂】の１１６ページ、１１７ページで

は、調理方法のＱ＆Ａが示されており、なぜしょうがを入れるのか、なぜ

フライパンを熱してから油を入れるのかなど、調理方法を選択した理由が

理解できるよう工夫されています。 

以上、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 

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 

家庭科では、家族と家庭生活について学ぶ単元がありますよね。思春期

真っただ中の中学生にとって、改めて家族について学習することは大切だ

と思います。 

そういった観点で、ロールプレイングで家族の気持ちや立場を考えさせ

る設定がよかったと思います。これは、【東書】【教図】【開隆堂】の３者

ともにありますが、なかでも【開隆堂】は２２ページ、家族の立場も考え

させながら、どうしても困ったときの相談窓口も紹介されています。今の

時代、虐待などの家庭に関する様々な問題があることを考えると、配慮さ
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れている内容と言えると思います。 

 

藤本委員 

なるほど、【開隆堂】は、工夫されていますね。私は、人権の取扱いに

ついて見てみました。【開隆堂】の５９ページを見てください。ＬＧＢＴ

に関わる取り扱いがあります。自分たちと同じ中学生がＬＧＢＴについて

考え実践した事例で、誰もが自分らしく生きることに目を向けさせるとい

う配慮を感じます。 

 

松本教育長 

家族関係や性については様々な配慮が必要となる中、人権的な配慮がな

されている【開隆堂】は優れているわけですね。 

他の観点ではいかがですか。 

 

尾上委員 

私は、３者ともが扱っている「地域」について内容を見てみました。 

３者とも多くのページを使って、地域の人々とのつながりを取り上げて

います。河内長野市が大切にしている地域とのつながりと重なるような内

容が多くありました。 

その中でも【開隆堂】の５６ページ、５７ページが良かったと思いまし

た。ここでは、地域における中学生の活動や居場所づくりなどについて具

体的事例が挙げられていて、自分たちと地域に注目できるよう工夫されて

います。 

 

嘉名委員 

その点では、同じ【開隆堂】の６３ページの「生活にいかそう」を見て

ください。ここでは、暮らしやすい地域にするために、様々な人の立場に

立って話合う活動が設定されています。 

この教材も内容だけでなく、学習の進め方にも工夫があると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 
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なるほど。地域の中で中学生が活動できることを理解できる設定はいい

ですね。昔は、３世代同居など、大家族が多かったものが、最近では核家

族化が進み、少人数の家族単位が多くなり、世の中が便利になった分、地

域とのつながりが希薄になってきていることが指摘されています。 

【開隆堂】の６０ページから６３ページ。ここでは、地域を支える高齢

者のことも取り上げられています。家庭科では、家族・家庭生活を扱いま

すので、家庭生活が、地域との相互のかかわりで成り立っていることを理

解してほしいです。 

 

松本教育長 

私も【開隆堂】はよく工夫されていると思います。やはり家庭科では、

特に自立と共生という言葉が教科の中でのキーワードになってくると思

います。 

今の澤田委員のおっしゃったことで言えば、本当の意味での共生とは、

「助けてあげる」というだけのものではなく、「共に生きる」ということ

であり、それは、地域に住む多様な人とのかかわりでも言えることだと思

います。 

 

藤本委員 

私もそう思いますね。【開隆堂】では、人権的な配慮ももちろんのこと、

教科として大切にすべき考え方が、教材の中にしっかりと盛り込まれてい

ると言えると思います。 

【開隆堂】の２２１ページを見てもらえますか。ここでは、避難所で１

週間生活することになったとき、居心地よくするための工夫を考える設定

があります。最近は大雨などで、避難所が開設されることが多くなりまし

た。河内長野では、まだ、何日も避難所での生活を続けなければならない

ことは、幸い起こっていませんが、よそ事ではありません。このように中

学生として何ができるか、課題に対して、話合いをし、解決に導けるよう

思考判断することができる設定はいいと思います。 

 

嘉名委員 
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私もそう思います。【開隆堂】は、生活にいかそうとして、よりよい生

活の実現に向けて，生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を養うた

めの設定が随所にみられます。学習指導要領のめざすところの「学びに向

かう力、人間性等」の育成に配慮されていると思います。 

 

松本教育長 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が、同じご

意見と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【開隆堂】が５票。 

技術・家庭科、家庭分野は【開隆堂】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

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。 

 

森本選定委員 

道徳の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【教出】【光村】【日文】【学研】【廣済堂あかつき

（あかつき）】【日本教科書（日科）】の 7者となります。 

項目Ａの（２）について、【光村】では、１年８２ページのように、中

学生が地域の子どもたちのためにボランティア活動をする教材が取り扱

われており、「ふるさとのつながりによる豊かな学び」につながる内容と

なっています。 

項目Ｂの（２）について、【東書】【光村】【日文】の３者に特長が見ら

れました。 



67 

 

特に【東書】では、３年１５１ページのように、「子どもの権利条約」

を取り上げ、人権課題について考えられるように配慮されています。 

また【光村】では、２年もくじのように、いじめに関する教材は、クラ

ス内の人間関係が形成される５月～６月の時期を考慮し配置されていま

す。 

また、【日文】でも、１年もくじのように、いじめに関する教材は、「い

じめと向き合う」と設定し、いじめが起きやすい長期休み明けの時期を考

慮し重点的に教材が配置されており、いじめの未然防止につながるよう配

慮されています。 

項目Ｂの（３）について、【日文】【あかつき】の２者に特長が見られま

した。 

特に【あかつき】では、１年６ページのように、１年生の教材は大きな

文字が使用されるなど、発達段階を考慮したものとなっています。 

項目Ｃの（１）について、【東書】【光村】【学研】【日科】の４者に特長

が見られました。 

中でも【光村】では、１年４６ページのように、「席を譲ったけれど」

という教材を取り上げ、１つの行動に対する様々な声を掲載することで、

多面的・多角的に考えることができる内容となっています。 

また【学研】では、２年１２７ページのように、「深めよう」を設定し、

「考えよう」「話し合おう」「振り返ろう」と段階的なステップを提示し、

対話的で深い学びにつながるよう工夫されています。 

また【日科】でも、１年１３０ページのように、イラストのみの教材が

あり、文章を理解することなく、教材から感じられる多様な価値感を主体

的に伝え合えるよう工夫されています。 

項目Ｃの（２）について、【日文】では、１年４０、４１ページのよう

に、「学習の進め方」を設け、話し合い活動やロールプレイといった授業

形態が写真で示されており、考え議論する道徳が展開できるよう工夫され

ています。 

項目Ｃの（３）について、【日文】【あかつき】の２者に特長が見られま

した。 

特に【日文】では、２年別冊「道徳ノート」２ページのように、発問等
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が記載されていないことで柔軟な活用ができ、自他の意見や学びの記録を

自由に記入し、振り返ることができるよう工夫されています。 

項目Ｄの（１）について、【東書】【教出】【日文】【学研】の４者に特長

が見られました。 

中でも【東書】では、２年巻頭の折込ページのように、「話し合いの手

引」を設け開いたままにすることで常に考え議論する道徳が展開できるよ

う工夫されています。 

また【教出】では、２年もくじのように、いじめに関する教材がユニッ

トとなっており、「いじめに立ち向かう」のコラムを取り上げることで深

く考えることができるよう構成されています。 

項目Ｄの（２）について、【日文】【学研】の２者に特長が見られました。 

特に【日文】では、１年３６ページのように、登場人物がタイトルの下

にイラストや写真で掲載されており、内容把握にかかる時間が短くなるこ

とで、議論する時間を多く確保できるなど、学習を効果的に進めることが

できるよう工夫されています。 

項目Ｅの（１）について、【東書】【教出】【光村】【日文】【学研】【あか

つき】の６者について特長が見られました。 

特に【教出】では、１年２００ページのように、巻末に都道府県にゆか

りのある偉人の言葉が掲載されており、生徒が生き方について考えを広げ

ることができるよう工夫されています。 

以上、７者の教科用図書についての答申を終わります。 

 

松本教育長 

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 

中学校道徳の教科書採択は、平成３０年度に行ったのですが、あの時に

いじめ教材の取扱いについて、ずいぶん審議したように思います。新学習

指導要領に基づいて考えても、河内長野の子どもたちが道徳を学ぶ上で、

この点は今回も重要と考えています。森本選定委員、いじめ問題の取扱い
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について、各者の特長をもう一度整理したいので、説明してくれますか。 

 

森本選定委員 

はい。まず、いじめ教材を指導する時期について特長が見られたのが、

【東書】【光村】【日文】の３者でした。例えば【光村】の１年のもくじを

見ていただきますと、「いじめを許さない心について考える」が、どの学

年においても年間の初めの方に設定されています。また、いじめ教材を連

続して配列することで重点的に指導できるよう工夫されているのが、【東

書】【教出】【日文】【学研】でした。例えば【日文】の１年のもくじをご

覧ください。「いじめと向き合う」として複数教材とコラムも含めてユニ

ットとなっています。 

 

嘉名委員 

【光村】の３年もくじを見てください。先ほどの選定委員から説明のあ

った１年もくじと同様、６番目という年間の初めの方に設定されています

ね。学級に慣れ、人間関係ができてくると予想されるこの時期に意図的に

配列されることで、学校生活の状況に合わせた効果的な指導となるのでは

ないでしょうか。 

 

尾上委員 

【東書】の２年もくじを見てください。【東書】もいじめに関する教材

は、全学年において年間の早い時期に配列するなど、指導時期が考慮され

ていますね。さらに、教材２つとコラムも含めたユニットになっています。

これなら１時間で深めたことを、次の時間で自ら振り返りやすくなり、さ

らに深い学びとなる学習を展開することができるのではないでしょうか。 

 

澤田教育長職務代理者 

私は【日文】なんですけど、はじめに選定委員が答申で説明された【日

文】の１年もくじを開けてくれますか。「いじめと向き合う」のユニット

が３つもありますね。いじめ教材は、一度学習をすれば、それでよいとい

うものではなく、指導に適した時期を考慮し、これぐらい何度も学習する
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ことで、いじめのない、仲間の思いに寄り添える、学校にしてもらいたい

ですね。 

 

松本教育長 

そうですね。いじめ教材の取扱いについて、指導時期や深い学びとなる

工夫がされている教科書を使い、いじめは決してあってはならないこと、

を子どもたちが考える時間としたいですね。 

他の観点はいかがでしょうか。 

 

尾上委員 

では、私からいいですか。考え、議論する道徳についてですが、選定委

員の答申にあった【東書】の巻頭にある折込ページを見てください。「話

し合いの手引」には、「司会カード」があり、このページを開いたままに

すると、生徒たちは、何を、どう話したり、聞いたりしたらいいのかが、

提示されているので、これなら常に、考え、議論する道徳が展開できます

ね。 

 

藤本委員 

では、ちょっといいですか。【東書】のいい所もわかります。私は、【日

文】の１年１０２、１０３ページを見てもらいたいのですが。考え議論す

る道徳について、前回と変わらずに、写真も使い、視覚的にも効果的です

ね。ふせんを使って話し合いを行う様子も掲載されており、指導する際に

も役に立つと考えられます。道徳の授業では、教師からの一方向の授業と

なるのではなく、学び合いの中で、多様な価値観を認め合える学習展開が

大切だと考えています。 

 

嘉名委員 

【東書】の司会カードのように言うことが決められていると、確かに丁

寧ではありますが、活動が形だけとなってしまうこともありますね。それ

より【日文】のほうが、自分たちが考えたことを出し合う活動となるので、

より考え議論する活動となるのではないでしょうか。 
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澤田教育長職務代理者 

私も中学校現場にいたことがあるのですが、中学校の先生方は、教科ご

との専門知識が豊富でついつい授業でたくさん教えたくなって、一方的な

授業展開となってしまうことがあります。道徳においては特に、主体的・

対話的な授業の中で多様な価値観に触れる必要があります。【日文】のよ

うな自分たちが考えたことを議論する活動を展開できる工夫は非常によ

いものだと思います。 

 

嘉名委員 

ここまで議論してきて、【日文】の特長はよく分かったのですが、【日文】

と言えばノートがついていることも特長かと思います。 

 

松本教育長 

そうですね。私も、この【日文】のノートは、子どもの活動を促しやす

いと思います。森本選定委員その点を説明していただけますか。 

 

森本選定委員 

はい。【日文】のノートについては、実は今回の改訂で新しくなった部

分があります。２年別冊ノート２ページをご覧ください。発問等が記載さ

れていないことで、担任が自由に活用できるよう工夫されています。調査

員から聞いたのですが、昨年度から教科書による指導が実際に始まり、別

冊ノートは評価としても活用しているようです。しかし、授業の中で重点

的に生徒と考えたいポイントが別冊ノートの発問と違う場合もあるよう

です。そんな時は、自作のプリントを作成し、別冊ノートに貼っている学

校もあると聞いていますが、この点において、今回新しくなった別冊ノー

トは、自由な活用ができることでさらに活用しやすくなったと考えられま

す。 

 

藤本委員 

これはいいですね。学校や学級の実態によって子どもの様子も違うので、
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考えさせたいポイントも違うことはあると思います。【日文】の別冊ノー

トであれば、その点いろいろな活用ができそうですね。いずれにしても、

別冊ノートがあることで、毎回の授業で、生徒が考えたことを書き残すこ

とができ、評価に活用できるだけでなく、生徒自身が自分の考えたことを

振り返ることで学び直すこともできるということですね。 

 

嘉名委員 

わかりました。別冊ノートについては、生徒や学校の実態によって使い

にくいことがあったりしないのかなとも考えていたのですが、私も藤本委

員が言うように、別冊ノートが様々な形で活用でき、生徒の学びがさらに

深まることで、道徳の授業を通して多様な価値観を認め合えるような学

級・学校となってほしいと思います。 

 

松本教育長 

さて、みなさんのご発言の内容から、【東書】と【日文】に絞られてき

たと思います。審議の中で、途中で意見のかわった方もおられるかもしれ

ません。最後に、これだけはというご意見はありませんか。 

では、時間的な制約もあり、平行線で決めかねる、ということもできま

せんので、ここで、投票を行い確定したいと思います。よろしいですか。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、道徳は【日文】が４票、【東書】が１票。 

道徳は、【日文】が多数となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

 はい。 

 

（休憩） 

松本教育長 



73 

 

それでは、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 

理科の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【大日本】【学校図書株式会社（学図）】【教出】

【啓林館】の５者となります。 

項目Ｂの（１）について、【学図】では１年６０ページの「学びのあし

あと」では、同じ課題に対して学習前後でどのように考えが変わり、自ら

の成長の変化について確認できる機会が設定されています。【啓林館】で

は、1年５５ページで、同じように学習前後の考えを比較し、自分の成長

を確認できるよう設定されています。同じく、【啓林館】では 1 年５９ペ

ージの思考力ＵＰで、思考を深める内容を取り扱っています。 

次に、項目Ｃの（１）について、５者とも話し合う課題が設定されてい

ます。それに加え、【啓林館】の１年の巻末には、自主的に考え、対話的

に実験・観察を進められるよう「探Ｑシート」が設定されています。 

次に、項目Ｃの（２）について、【東書】では２年７８ページ、７９ペ

ージの「特設ページ」で、日常生活でよく見られる現象や事象について考

え、科学的にその原因を考えることができるよう工夫されています。 

【学図】では、１年６６ページ、６７ページの「問題発見」において、

身の回りのものや現象の中に疑問を見つける視点が示されており、探究に

つなげられるよう配慮されています。 

【啓林館】では、２年６６ページ、６７ページの「みんなで探Ｑクラブ」

で身近な現象から課題を見つけ実験観察をへて問題の解決に向かうよう

構成されています。 

 次に、項目Ｃの（３）について、５者とも単元や章、項目ごとに確認の

問題が設定されており、振り返りができるよう工夫されています。 

特に、【東書】では、２年４８ページのように各章の終わりに課題に対

する結論の例と基本的なことがらの確認問題が記載されています。 

【学図】では、１年９５ページ右上の「この時間の課題」で学習課題が

明確にされており、右下の「この時間のまとめ」で振り返り等ができるよ
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う工夫されています。 

次に、項目Ｄの（１）について、５者とも他教科との繋がる内容が記号

とともに標記されています。特に【大日本】２年２３ページでは、「科学

のあしあと」において、海外の科学の歴史や科学者の資料とともに、同時

代の日本のできごと等が記載されています。また、【教出】１年２９８ペ

ージ、２９９ページでは、理科で使う算数・数学の内容がまとめて記載さ

れています。【啓林館】１年２８０ページ、２８１ページでも理科で使う

算数・数学の内容がまとめて記載されています。 

次に、項目Ｅの（１）について、【東書】では３年２６ページ、２７ペ

ージの発展で、次年度以降に学習する内容が掲載されています。同じく、

【東書】３年７３ページ「科学の本だな」では、学習内容と関連のある本

が紹介されています。 

また、【啓林館】では１年５３ページの部活ラボや深めるラボで、理科

の知識が身近な場面で使われていること、将来の仕事につながることなど

が掲載されています。同じく、【啓林館】１年５９ページでは、「寿司」を

例にとった問題や食べ物に関わることに触れ、身近な科学を認識し、理解

でき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報告を終わります。 

 

松本教育長 

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。 

 

藤本委員 

どの教科書もきれいな写真やイラストがたくさん載って面白そうなの

ですが、勉強となると閉じてしまいたくなるようなページもあるような気

がします。「理科離れ」という言葉もよく聞きますが、理科が嫌いな生徒

にとっても、興味が湧き、自主的に学べるような仕掛けは何かないでしょ

うか。選定委員にお聞きしますが、よろしいでしょうか。 
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森本選定委員 

【学図】では、先程の報告にもあったように、１年９５ページのように、

学習内容の区切りごとにその時間の課題とまとめが示されており、誰もが

学習内容の要点を理解しやすいよう工夫してあるのが特徴です。【東書】

では、２年４７ページのように、理科の授業の流れや科学の歴史を漫画で

紹介し、理科の学習に興味を持つことができるよう工夫されているのが特

徴です。また、【啓林館】では１年巻頭の８ページのもくじにあるように、

コラムを部活や料理、仕事等の項目に分け、生徒が興味を持って読めるよ

うに工夫しているところが特徴です。 

 

尾上委員 

今の説明を聞いて、【東書】の漫画で理科に興味を持たすのは、いいと

思います。 

 

嘉名委員 

私は、漫画やコラムで興味を持つことも学習に向かうきっかけづくりと

して大事だと思いますが、ニュートンが、りんごが落ちるのを見て万有引

力を発見したように、身の回りの現象に興味を持ったり、そこに疑問を抱

くことが、理科にとっては大事ではないかと思います。その視点について

言うと、私は【啓林館】では、１年７８ページの「水面に広がる波紋」の

ように、身近な現象を学習内容とつなげたり、問題に取り入れたりして工

夫されていると思います。学習内容と実生活のつながりがはっきりとして

いると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

嘉名委員がおっしゃるとおり、どの教科もそうなのですが、特に理科は

生活との結びつきが強いと思います。生活の中でなぜだろうと疑問に思う

ことが出てきて、そして、その疑問を解決するために調べ、探究していく

ことが、学習指導要領の大きな目標になっています。つまり、科学的に探

究するということなのです。その点から選定委員で比較されていますか。 
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森本選定委員 

【学図】の１年２０ページ、２１ページのように、１年の教科書におい

て、単元の初めに「問題発見」を設定し、身近な疑問に気づけるよう例を

挙げて説明しています。【東書】では１年４６ページのように、各節のは

じめにその節で学ぶ課題とは別に、「問題発見」が設定されており、疑問

に感じてほしい観点を明確にしています。また、【啓林館】の１年２３ペ

ージの「みんなで解決」のように、対話的な学習の課題としても、身の回

りの題材を取り扱っています。 

 

尾上委員 

今の説明を聞いても、【東書】の各節に問題と課題が載せられている点

は、わかりやすいと感じます。また【啓林館】でも話し合う場面がよさそ

うです。 

 

藤本委員 

先日、最年少タイトルを獲得した藤井聡太棋聖も、記者会見で「探究心

を持って盤上に向かっていきたい」と言っていましたね。探究心を持ち続

ければ、何事も極めることができるかもしれませんね。でも、理科で探究

する過程を生徒に教えるのは、難しくないですか。 

 

森本選定委員 

私から説明してよろしいでしょうか。【啓林館】の全学年の巻末にある

「探Ｑシート」は、課題から考察まで自由に考えることができるよう工夫

してあり、与えられた実験をこなすだけではなく、自ら実験計画を立て、

課題解決に向けて取り組むよう工夫されています。 

 

尾上委員 

【啓林館】の「探Ｑシート」の良さは、よく分かるのですが、生徒によ

っては、ゼロから実験計画を立てるという課題は、ハードルが高すぎるの

ではないでしょうか。少し心配に感じてしまいます。 
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澤田教育長職務代理者 

私は昔、中学校で理科を教えていましたが、当時の教科書と比べると生

徒目線で作られていると思います。「探Ｑシート」では、実験過程におい

て考えるヒントもあり、対話的に進めていけるよう工夫しています。ただ、

私は先ほど【東書】の説明にあったように、各節のはじめの「問題発見」

が大切だと思います。学習課題に入る前に、何が問題なのかを考える力を、

生徒の中から引き出していると思います。生徒に、写真やイラストだけを

見せ、どこに問題が潜んでいるのかを考えさせるなど、指導において、教

師の力量によって工夫ができると思います。 

 

松本教育長 

そうですね。問題を発見するという点では、私も澤田委員に同感です。

ただ、理科が得意でない生徒にも、思考力・判断力・表現力を身に付けて

ほしいと思っているので、【啓林館】の「探Ｑシート」が、学級で意見交

換をしたり、全員が参加して進めていけるよう工夫されていると思います。 

他にご意見はありませんか。 

 

藤本委員 

はい、各教科書にＱＲコードが導入されています。見ましたがとてもき

れいですね。取り扱いに何か違いはありますか。 

 

松本教育長 

選定委員、説明をお願いします。 

 

森本選定委員 

ＱＲコードから一覧表につながり、そこから探していくものと、１つ１

つのＱＲコードが画像や動画に直接つながっているものとに分けられま

す。直接つながっているのは【学図】と【啓林館】です。また、教科書に

よって、取り扱っている数も違い、最も多いのが【啓林館】で、各学年だ

いたい１００個の取り扱いがあます。２番目に多い【学図】の２倍以上と

なっております。 
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尾上委員 

このＱＲコードに関しては、私の感想ですが、やはり、【啓林館】のよ

うに、詳しい情報が多い方が生徒にとっても手助けになるのではないでし

ょうか。 

 

藤本委員 

私からいいですか。来年度には、一人一台のＰＣがありますよね。それ

なら、ＱＲコードから直接画像や動画が見ることができる方が私は良いと

思います。 

 

松本教育長 

一人一台のＰＣを配付できる環境が整うわけですから、すぐに見られる

【啓林館】は、生徒にとっても扱いやすいのではないかと思います。 

みなさんのご発言の内容から、ご意見が絞られてきたと思います。最後

に、これだけはというご意見はありませんか。 

では、ここで、投票を行い、確定したいと思います。 

よろしいでしょうか。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【啓林館】が４票、【東書】が１票。 

理科は、【啓林館】が多数となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

松本教育長 

それでは、技術・家庭科、技術分野の審議を行います。選定委員から技

術について報告してください。 
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森本選定委員 

技術・家庭科、技術分野の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【教図】【開隆堂】の３者となります。 

項目Ｂの（１）について、【開隆堂】１２８、１２９ページでは、問題

解決の実習例が掲載されており、課題解決の流れを一方向で示すことによ

り、ポイントが分かるよう工夫されています。 

項目Ｂの（２）について、【東書】では、巻末の口絵５・６で「SDGsと

Technology」が取り扱われており、技術分野を通して、社会や生活におい

て、学習した内容をどのように活かすことができるかについて、考えさせ

るよう設定されています。 

項目Ｃの（１）について、【開隆堂】１４３ページの「課題」では、日

常生活と技術の学習内容を結び付けるような課題を設定し、主体的に考え

たり、対話的に学習を進めたりできるよう工夫されています。 

項目Ｃの（２）について、【東書】２２３ページの問題解決カードでは、

問題を解決するために設定した課題と工夫すべきことを書くツールが取

り扱われています。【教図】１５６から１６１ページの「じっくり学ぼう」

のように、問題解決の手順を４つのステップに分けて構成し、解決までの

流れを段階的に確認しながら学習を進め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、【教図】では、９０、９１ページの「１章で

学んだことをまとめよう」のように、各章で学んだことのまとめが設定さ

れており、学習内容を振り返りながら資料を活用して学びが深められるよ

う工夫されています。 

項目Ｅの（１）について、【東書】の８３ページ「未来の Technology」

では、示された課題を通して、学習内容の理解を深め、技術と社会の関係

を踏まえた改良や応用について考えることができるよう工夫されていま

す。【開隆堂】の１３９ページ「学びを深めよう」では、コラムの掲載だ

けでなく、自分の考えをまとめる課題が設定されています。 

以上、３者の教科用図書についての報告を終わります。 
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松本教育長 

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 

新学習指導要領の技術分野の目標の初めに、「技術の見方・考え方を働

かせ」とありますが、技術の見方・考え方について、どのように取り扱わ

れていますか。 

 

松本教育長 

選定委員、説明をお願いします。 

 

森本選定委員 

【東書】と【開隆堂】には、単に技術を学ぶのではなく、多角的な観点

から、科学的な原理原則を踏まえて、最も適した技術のしくみを考えると

いう視点があります。例えば、【東書】の１１ページや【開隆堂】の１５

ページにあるように、「社会の要求」だけでなく、「安全性」や「環境への

負荷」、「経済性」の視点も踏まえて、最も良い問題解決を図ろうとする「技

術の最適化」の考え方について取り扱われています。 

 

澤田教育長職務代理者 

なるほど。この２者は、さまざまな視点から技術を学ぶというメッセー

ジを生徒に送ろうとしていますね。おっしゃられたように、単に技術を学

ぶだけでないということが、社会に生きる人材を育てる視点にもなるので

しょうね。 

 

嘉名委員 

そういった観点では、私は、【開隆堂】の例えば、９３ページをご覧い

ただけますか。「探究」という学習内容を深めるコーナーが設けられてい

て、ここでは、木造建築用の新しい素材として注目されている、クロス・
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ラミネイテッド・ティンバーの説明が掲載されています。どんなものかと

いうと、合板のように、繊維方向が直角に組み合わさるように接着した木

材のことで、これまでの木材より「耐久性」が向上し、断熱性や遮熱性な

どの「機能性」も高く、「安全性」の高い構造となっており、人工林を活

用することで、「環境に負荷の少ない」材料として利用が期待されている

ものです。 

このようなコーナーが他のページにも設定されていて、安全面や環境面、

経済面などの多様な観点と「技術」とを関連付けて捉える力を育む工夫が

されていると思います。 

 

松本教育長 

では、他にご意見はございませんか。 

 

尾上委員 

私自身、「技術」には、少し馴染みきれないのですが、私のように感じ

る生徒にも、「技術」に対する、興味や関心を湧かせるものでないといけ

ないと思うのですが、そのような工夫はありますか。 

 

松本教育長 

選定委員から説明をお願いします。 

 

森本選定委員 

生徒の興味・関心を引き付ける観点で申し上げますと、【東書】では、

例えば、１１４、１１５ページの「テックラボ」で、いろいろな種まきの

やり方や間引き、移植の方法などについて、写真と説明を加えて、興味を

持たせる工夫をしています。【教図】では、別冊のハンドブック１４から

１６ページ、【開隆堂】では、１１８、１１９ページの「栽培ごよみ」の

資料が掲載されていて、生徒にとっても、どの時期に栽培を始めるとよい

のかが、わかりやすく表示されています。 
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澤田教育長職務代理者 

よろしいですか。私は、この【開隆堂】の「栽培ごよみ」がいいですね。

様々な作物の栽培方法について説明されているのですが、文章に加えて、

家庭菜園などでも楽しめるような野菜の植え付けなどの時期について図

を使って分かりやすく表しているので、生徒は自分でも興味を持って、取

り組むのではないでしょうか。 

 

藤本委員 

はい。私は、この【東書】の「テックラボ」が良いかと思いますね。１

７６ページを見てください。はんだづけの手順の説明なのですが、写真を

使って詳しく説明があると、生徒もわかりやすいと思います。 

 

松本教育長 

他にご意見ありませんか。 

 

嘉名委員 

私からよろしいですか。これから学校に、一人一台のＰＣが入るようで

すが、やはり生徒には情報モラルを身につけてほしいと思います。便利に

なる反面、危険性もあることを教育していかなければならないと思います。

みなさん、【開隆堂】の２３３ページを見てください。情報モラルの実例

が上げられています。特に、生徒に身近なプライバシーの保護の観点が取

り上げられていて、生徒に考えさせる機会になると思います。それと、２

３４、２３５ページには、知的財産の保護が大きく取り扱われていて、「話

し合ってみよう」という活動を進めるような工夫もあり、生徒自身に行動

を考えさせるようになっています。他の教科書でも、扱われていますが、

ここまで丁寧なのは【開隆堂】だけですね。 

 

尾上委員 

私も同じように思いました。やはり、先生から言われるだけでなく、生

徒自身が、何がよくって、何が悪いのかを判断できるようにならないとい

けないと思います。【開隆堂】巻末の見開き２９５、２９６ページに「携
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帯電話の利用」として、具体的なケースに応じた解決の視点と、どうすべ

きかが投げかけられていて、是非、生徒のみなさんには意識してほしいと

ころです。 

 

藤本委員 

なるほど。そう見ると、生徒に考えさせようとしているのは【開隆堂】

ですね。 

 

松本教育長 

他の教科書でもそうなんですが、特に、【開隆堂】の２３８、２３９ペ

ージは、問題解決の流れが示されていて、「考えてみよう」という見出し

で、コンピューターの利用についてのデメリットを考えさせられるように

なっています。実生活との関連とその問題解決的な流れが非常に工夫され

ていると思います。 

 

澤田教育長職務代理者 

私もそれは大事だと思います。新学習指導要領でも、主体的に考え、判

断する力の育成が求められていますから、身近な題材をもとに、生徒自身

の生活と結びつけながら、より良い行動を自分で決定させることが必要で

す。この【開隆堂】のように、授業で扱ってほしいところですね。 

 

松本教育長 

今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が同じ意見と思います

が、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【開隆堂】が５票。 

技術・家庭科、技術分野は【開隆堂】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 
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はい。 

 

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。 

 

木村選定委員 

地図の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【東書】【帝国】２者となります。 

項目Ａの（２）について、【帝国】１００ページでは、「近畿地方中部」

の地図に、各市町村の特長を表したイラストを交えて掲載しており、本市

の特産品であるつまようじが取り上げられています。 

項目Ｂの（２）について、【東書】１９０、１９１ページでは、日本の

領土について詳しく表記されており、国際理解の観点で、生徒が領土問題

について考えることができるよう掲載されています。 

項目Ｂの（３）について、【帝国】では、地図帳のサイズがＡ４判に拡

大されたことにより、縮尺を大きく表示したり、地形の起伏を表す配色を

工夫することで、山地や平地の高低がはっきりと表現させたりするなど、

広域な地形や資料から様々な情報を読み取ることができるよう工夫され

ています。 

項目Ｄの（１）について、【東書】１５１、１５２ページでは、「日本の

自然環境（災害・環境問題）」で、ハザードマップの例やプレート境界が

掲載されており、多面的な視点から学習に取り組めるよう設定されていま

す。【帝国】１４９、１５０ページでは、「日本の自然災害・防災」で、日

本にかかるすべてのプレートと主な地震との関連を表示するとともに、全

体を通して防災に関する資料を多数掲載し、自然災害の学習を効果的に進

められるよう工夫されています 

項目Ｄの（２）について、【帝国】１６０ページでは、「鉄道の発達によ

る時間距離の変化」では、地図の表示方法が工夫されており、生徒が関心

を持って学習が進められるよう設定されています。 

項目Ｅの（１）について、【帝国】２８ページにあるような、「日本との
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結びつき」を随所に設け、貿易額の変化などのグラフの読み取りを通して、

今後の日本との関係を考えられるよう設定されています。 

以上、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 

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。 

 

藤本委員 

私からいいですか。地図帳を眺めていて思ったことですが、今後さらに

グローバル化する国際社会を生きる子どもたちにとって、現在の日本と世

界との関係だけでなく、歴史的な関係も含めて、よく学んで知っておくこ

とは大切ですよね。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうですね。日本と世界の関係を知ることは大切なことですね。そうい

う観点でいうと【帝国】の３１、３２ページを見てください。この地図は

おもしろいと思いませんか。 

 

尾上委員 

日本が逆さまですね。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうです。視点を変えた大陸側から見た地図を取り扱っています。おも

な交流ルートも示されていて、日本が船で日本海や東シナ海を渡って大陸

と往来していた様子がわかりますし、地図の下に掲載されている料理や競

技などの写真を併せて見てみると、日本と大陸との文化の結びつきを非常

によく感じます。 

 

尾上委員 
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地図は北が上、という固定観念に捉われないところがおもしろいですね。

今まで考えつかなかったことがいろいろと思いつきそうですし、視点を変

えるだけで考え方が変わりますね。それに地図帳に興味や関心を持つこど

もたちが増えそうですね。 

 

藤本委員 

私からもいいですか。日本と世界のつながりという点では、答申にあり

ましたが、【東書】の７ページから１４ページを見てください。国連のＳ

ＤＧｓについての特集が組まれています。地図に併せて国際社会で起こっ

ている様々な問題の資料が取り上げられていて、子どもたちが、その問題

の解決のために、自分たちにどんなことができるか、と考えることができ

ますよね。 

 

尾上委員 

そうですね。そのような課題を追究したり解決しようと考えることで、

子どもたちが、自分たちの生活や環境についても広い視野に立って、見直

したり考えたりできそうですね。これは大切なことだと思います。 

 

嘉名委員 

そういったことで考えると、２者ともに巻末に統計資料を掲載していま

すが、【帝国】１６７ページの世界の統計では、人口や面積だけでなく、

輸出品や穀物自給率、エネルギー自給率など、さまざまな分野のデータを

取り扱っていて、より、その国をイメージしやすいのではないかと思いま

す。その資料を踏まえて地図を見ることで、また、今までとは違った情報

を読み取ることができたりしますよね。 

 

松本教育長 

これはすごいデータだと思いますね。 

ここまでは、世界と日本のつながりを見てきましたが、日本の社会的事

象について、地理的な見方・考え方を働かせて課題を追及したり解決した

りできる、そういうところでご意見はありますか。 
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澤田教育長職務代理者 

それなら防災についてですかね。先日、熊本県で大雨による洪水によっ

て大きな被害がでましたよね。【帝国】の１０１、１０２ページを見てく

ださい。【帝国】の地図はみやすいですね。山間部と平野の高低差がよく

わかる。このページを見ていると、大阪市内では洪水の災害から、山間部

に位置している河内長野市は土砂災害から、身を守ることを考えないとい

けないな、みたいなことを改めて実感しますよね。 

 

嘉名委員 

私も、防災についてなら、【帝国】の１４９、１５０ページを開いても

らえますか。日本にかかる全部のプレートと地震の震源と掲載しています

よね。それに、被害だけでなく、対策や復興についても学んでいけると思

います。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうですね。それに、数十年の間に起きると言われている南海トラフ地

震について、身を守ることをしっかり考えておかないといけないと思って

しまいます。【東書】の１５０、１５１ページにも取り扱われていますが、

身近な生活との関係性を学ぶことができるのは、【帝国】の方だと思いま

す。 

 

松本教育長 

私も【帝国】の地震の扱いは、よく工夫されていると思います。 

では、日本の地形に関する様々な情報を調べ、まとめることで、効果的

に学習を進めることができるということではどうでしょうか。 

 

木村選定委員 

はい。【帝国】１０５、１０６ページを見てください。ここには、様々

なテーマの地図が掲載されています。この地図を関連付けて主題を設定す

ることにより、思考力や判断力、表現力が育成できるという話がでました。
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例えば、３の人口分布、５の工業・交通、１０の京阪神の人口増加率と通

勤・通学者数を関連付けて考えると、交通網が整備されているところに、

人を集めやすく、その利点を活かして、会社や学校、工場などが多くある

のではないか、と考えることができます。 

 

藤本委員 

それは、確かにおもしろいですね。他にもいろいろな考え方ができそう

ですね。地図の学習を通して、思考力や判断力、表現力などを身に付ける

ことが大切ですね。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうですよね。それに、【帝国】の地図帳は、私は見やすいと思います

ね。昨年度も同じような議論をしたと思います。選定委員会でも見やすさ

について議論はありましたか。 

 

木村選定委員 

はい。【帝国】の１０９、１１０ページ、【東書】の１１３、１１４ペー

ジを開いていただけますか。２者ともに、印刷や配色に工夫されておりま

すが、【帝国】はインクに独自のクサ色を使用して、鮮やかに表現してお

り、高低差がよりはっきりわかるようになっております。 

 

尾上委員 

私も、この【帝国】は見やすく思います。地図帳を子どもたちが活用す

ることについては、「見やすさ」がとても大切ですよね。 

 

松本教育長 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が同じ意見

と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【帝国】が５票。 
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地図は【帝国】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

松本教育長 

それでは、数学の審議を行います。選定委員から数学について報告して

ください。 

 

木村選定委員 

数学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】【啓林館】【数研出版（数

研）】【日文】の７者となります。 

項目Ｂの（１）について、【東書】３年１１５、１１６ページ、「深い学

び」のページでは、問題解決の手順が示された学習活動を通して、思考力・

表現力を高めることができるよう設定されています。【学図】２年１８８、

１８９ページ、「数学的活動」のページでは、活動の手順に示された学習

活動を通して、思考力や表現力育むことができるよう設定されています。

【日文】２年１８４、１８５ページ「学び合おう」では、問題解決型の授

業展開が示され、主体的、対話的な活動等を通して、思考力、表現力を育

むことができるよう設定されています。 

項目Ｂの（３）について、【数研】２年１２４、１２５ページ「三角形

の合同条件」では、三角形をかく手順がコンパスのイラストを交えて掲載

されており、三角形は１通りに決まることの理解ができるよう工夫されて

います。【日文】１年の空間図形では、巻末の付録にある複数の平面図形

を組み合わせて立体をつくることにより、空間図形の特長が把握できるよ

う工夫されています。 

項目Ｃの（２）について、【東書】２年１７９ページでは、「データの比

較」の導入で、複数のデータをヒストグラムで比較して、情報を読み取る

ことが難しいことを示し、新たな比較方法が必要であることを考えさせる
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工夫がされています。【学図】２年１９８、１９９ページでは、「データの

分布」の導入で、複数のデータを度数分布表、度数分布多角形、箱ひげ図

を関連させて提示させ、箱ひげ図の仕組みを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、【東書】２年２２７ページでは、章末問題で

は、解答のページに問題の考え方やポイントを確認して取り組むことがで

きるよう工夫されています。【大日本】２年５３ページの「プラス・ワン」

では、演習問題に加えて問題に取り組むことで、学習した内容がより定着

するよう設定されています。【日文】１年６３ページ、「次の章を学ぶ前に」

では、既習内容を確かめながら問題に取組むことができ、新たな単元での

学習の理解が進むよう設定されています。 

項目Ｄの（２）について、【東書】３年４２、４３ページの平方根の導

入では、面積の違う正方形をかき、面積と 1辺の長さを表でまとめること

で、自然数を２乗して表せない自然数があることに気付かせるよう工夫さ

れています。 

項目Ｅの（１）について、【東書】２年９０、９１ページ、【大日本】１

年２６６から２６９ページ、【学図】２年２２４から２３４ページでは、

身近な生活や疑問に思うことなどを課題として取り扱っており、興味、関

心を高めながら、学びを深め広めることができるよう設定されています。

また、【教出】２年２３８、２３９ページ、【日文】２年１９２、１９３ペ

ージでは、社会に生きている数学の実践の話が掲載されており、数学への

興味・関心を高め、学びを広げていくことができるよう設定されておりま

す。【啓林館】１年の裏表紙を先頭に「自分から学ぼう編」が構成されて

おり、生徒の興味や関心に応じて学習課題を選択し取り組み、学びを広げ

ていくことができるよう工夫されております。 

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 

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。 
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尾上委員 

数学が苦手なわたしからいいですか。【東書】１年生の９ページから１

１ページがおもしろかったです。まず、「０章」っていう扱いもそうです

が、その内容が、小学校で必死になって覚えた九九の表を使って、きまり

を見つけるのです。考えていくと、きまりがいくつか見つかって、その見

つかったきまりを誰かにいいたくなるなって思いました。 

 

松本教育長 

尾上委員がおっしゃった点は、数学の学びそのものですね。【東書】の

このきまりを見つける過程を授業で扱ってほしいものです。 

 

尾上委員 

でも、数学って難しいですよね。わたしは本当に苦手です。複雑な計算

をしたり、証明や文章問題で何から考えていいのかわからなかったり。先

生は丁寧に教えてくれていましたが、数学はよくつまずく教科だと言われ

ていますしね。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうですね。数学は他の教科と違って、積み上げ型の教科ですから。小

学校の算数が基礎となって学習が進んでいきますよね。数学の基礎・基本

的な知識や技能を習得するためには、小学校で学習したことの学び直しや

振り返りができるような工夫があればうれしいことですけどね。 

 

松本教育長 

学び直しというか振り返りというところでは、選定委員会で議論ありま

したか。 

 

木村選定委員 

はい。選定委員会でも、その議論にはなりました。振り返りの取扱い方

は３通りあり、【東書】１年３０５ページ、【大日本】１年２８０ページ、
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【数研】１年２８４ページをご覧ください。小学校で学習した内容をまと

めて巻末に設定しております。一方で、【教出】１年６８ページ、【日文】

１年６３ページをご覧ください。新たな単元での学習の前に振り返りが設

定されております。【学図】１年１０ページにありますように、領域の前

にふりかえりが設定されております。 

 

澤田教育長職務代理者 

わたしは、確実に基本的な知識や技能を習得するためには、【教出】と

【日文】の新たな単元での学習の前に振りかえりをすることができる方が

効果的だと思います。小学校の算数の採択のときも同じようなことを議論

したと思いますが。 

 

嘉名委員 

しかしですね、小学校と中学校では、１年間で学習する内容量がかなり

違うと思います。先生にとっては、教科書の途中にそのようなページがあ

れば、それを省いて授業を進めていくことは難しいでしょう。そこに時間

をかけることで、本来、時間をかけて授業をしたいところに時間をかけら

れなくなることもあるかもしれませんね。それに、算数が得意だった子ど

もたちは、問題を解くことが簡単だと思っているでしょうし、逆に数学が

嫌になったりするかもしれませんね。そう考えると、学んだ内容がまとめ

られたものが巻末にあって、いつでも、見直すことができる【東書】【大

日本】【数研】がよかったりしますよね。 

 

藤本委員 

つまずくと言えば、問題の中にはよく間違う問題があると思います。ど

こが間違えているのか、みたいなことはよくあったりして、結局、正しい

解き方がわからないまま次に進んでいってしまって、そのまま数学が嫌い

ってなりますよね。 

 

澤田教育長職務代理者 

そうそう。そういうよくある間違い例みたいなことをしっかり考えて学
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んでおきたいですよね。そのような間違い例の取扱いは各者ありましたよ

ね。 

 

尾上委員 

それなら、特徴があったのは【数研】の３年７８ページだったと思いま

す。間違いと正しい解き方の２つを比較し考えることで、どこに間違いが

あるか気付きやすいように工夫されていますよね。これなら、基本的な知

識や技能がしっかりと定着できそうに思いますね。 

 

松本教育長 

他にありませんか。 

 

藤本委員 

選定委員にお聞きしたいのですが、２年生の教科書に「データの分布」

の単元で「箱ひげ図」、これは、初めて見る学習内容かと思うのですが、

どうでしょうか。私は、これに興味ありますね。 

 

木村選定委員 

はい。今回の学習指導要領の改訂で、「資料の活用」が「データの活用」

に改められ、２年生では「箱ひげ図」を学習することになりました。デー

タの活用は急速に発展しつつある情報化社会においては、不確定的な答え

を導くことが困難な事柄についても、目的に応じてデータを収集して処理

し、その傾向を読み取って判断することが求められています。 

 

尾上委員 

なんだか難しそうですね。 

 

木村選定委員 

このことについては、特に特徴が見られた【学図】２年１９８、１９９

ページをご覧ください。ここでは、既習内容である度数分布表や度数分布

多角形について復習することに加え、同じデータを箱ひげ図で提示し、箱
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ひげ図ではどのようなことが読み取れるのか考えさせる導入を取り扱っ

ています。 

 

藤本委員 

この【学図】ような導入だと、はじめて見るグラフからでも、何か情報

を読み取ることができそうと思いそうですし、それにこの単元についても、

興味や関心を持って、学習を進めていけそうですね。 

ところで、数学の学習では、数学的な見方、考え方を活用して、思考力

や判断力を育んでいきますが、それに加えて、表現力も大切な力ですよね。 

 

嘉名委員 

そうですね。例えば、【東書】３年１４４ページを見てください。今回

の数学の教科書を見ていると、「話し合おう」とか「説明しよう」などが

示された教科書があったように思います。個人的には【東書】のこのよう

な活動の示し方が、子どもたちが、次に何をするのかということがわかり

やすいと思いました。 

 

澤田教育長職務代理者 

今の意見を踏まえて、他の発行者はどのような取り扱いですか。選定委

員どうですか。 

 

木村選定委員 

はい。【大日本】３年６４ページ、【啓林館】２年１１３ページをご覧く

ださい。どちらも、活動マークを表示しております。 

 

澤田教育長職務代理者 

これなら、【東書】の示し方のほうが、教師にとっても学習活動を取り

入れて授業を行いやすいように思いますね。 

 

嘉名委員 

そうですね。学習活動は大切ですが、学習方法も大切ですよね。数学で
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は、問題を解くことだけではなく、問題発見から解決までの課程において、

数学的な見方、考え方を活用して学習を進め、基礎的な概念や原理、法則

のよさを理解する中で、思考力や判断力、表現力が身に付いていくと思い

ます。 

 

松本教育長 

木村選定委員にお聞きします。問題解決の手順が示された発行者はあり

ましたか。 

 

木村選定委員 

はい。それでは、特徴が見られた【東書】１年１４５ページを見てもら

えますか。比例と反比例の利用では、「待ち時間の予想はできるかな」と

いうテーマが設定され、子どもたちが実際に体験していそうな日常生活の

場面で、数学的な見方、考え方を活用する題材が取り扱われております。

次に１４６ページを見てください。まず、はるかさんが２０番目に並んで

います。次に、５分後には、１２番目に並んでいます。問題解決までに与

えられた条件はこの２つですが、どのように解決するかは、子どもたちが、

数学的な見方、考え方を活用し、表やグラフを使おうとする態度も育める

よう設定されているのではと思います。 

 

松本教育長 

【東書】の問題解決的な扱いは、数学の思考力を養うのにあっていると

思いますね。表やグラフを提示していないからこそ、試行錯誤により解決

をして結果を導きだすのですね。私も中学校で数学を教えていましたから、

この【東書】のように数学的に考え方を教科書で教えると、子どもたちが

主体的に課題を解決しようと取り組んでいけそうですね。 

他にご意見はございませんか。 

 

松本教育長 

みなさんのご発言の内容から、【東書】と【学図】に絞られてきたと思

います。審議の中で、途中で意見のかわった方もおられるかもしれません。



96 

 

最後に、これだけはというご意見はありませんか。 

では時間的な制約もあり、平行線で決めかねる、ということもできませ

んので、ここで、投票を行い、確定したいと思います。よろしいでしょう

か。 

では、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【東書】が４票、【学図】が１票。 

数学は、【東書】が多数となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

全委員 

はい。 

 

松本教育長 

それでは、美術の審議を行います。選定委員から美術について報告して

ください。 

 

木村選定委員 

美術の選定報告をいたします。 

選定の対象は、【開隆堂】【光村】【日文】の３者となります。 

項目Ａの（２）について、【日文】１年６ページ、７ページ「中学校美

術の世界へようこそ」では、小学校図画工作から中学校の美術へどのよう

に発展的に学習していくのかを理解できるよう掲載しております。 

項目Ｂの（１）について、【光村】２・３年７６、７７ページ「発想を

広げる」では、多様な発想の広げ方を紹介し、話し合いながら考えを深め

られるよう工夫されています。 

項目Ｂの（２）について、【開隆堂】２・３年１０４、１０５ページ「私

たちの社会と美術」では、美術は国境や人種等を越えて、その違いを尊重

し合えるものであることが取り上げられています。【日文】２・３年上４

７ページ「デザインで人生を豊かに」では、生活を豊かにするためにデザ
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インの役割や活動が掲載されています。 

項目Ｃの（１）について、【光村】１年１２ページ「みんなの工夫」で

は、２名の制作過程を示し、生徒が学習を進めていく上で自分の表現に生

かせるよう工夫されています。【日文】２・３年上２ページから４ページ

「星月夜」では、大きく掲載することで生徒が関心を持ち、作品との対話

が生まれるよう工夫されています。 

項目Ｃの（２）について、【開隆堂】２・３年６、７ページ「暮らしに

生きる美術」では、学習したことを社会で活かすキャリア教育の視点で理

解できるよう工夫されています。【日文】１年３４から３７ページ「燕子

花図」では、屏風のように組み立てられ立体感を感じられるよう工夫され

ています。 

項目Ｄの（２）について、【日文】１年２９ページでは、Ａ４ワイド版

冊子に迫力のある図版を掲載することで生徒の興味・関心が高まるよう工

夫されています。 

項目Ｅの（１）について、【光村】２・３年２４から３１ページ「北斎

からゴッホへ」では、１９世紀に日本文化が世界の芸術の潮流に大きな変

化をもたらした「ジャポニスム」について理解できるよう工夫されていま

す。 

項目Ｅの（２）について、【日文】２・３年上１０ページ、１１ページ

のＱＲコードを活用して生徒の立体作品を３６０度動画で鑑賞できるよ

う工夫されています。         

以上、３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 

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 

私は、【光村】の１年１２ページが良いと思いました。２人の生徒の制

作過程を示していますが、これが単元ごとに掲載されています。美術の教

科書でこのようなことを掲載しているのは初めて見ました。このように学
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習モデルを取り上げることで、生徒が自分の制作活動の見通しを持てるだ

けでなく、先生にとっても指導の見通しが持てます。経験の浅い先生にと

っては、大変参考になるのではないのでしょうか。 

 

澤田教育長職務代理者 

なるほど。こういう構成の工夫は良いですね。このような内容になって

いるのは、新学習指導要領の目標にある「生徒一人一人が自分の心情や考

えを生き生きとイメージし、それを造形的に具体化する」という、表現の

活動を意識した内容なのでしょう。 

 

松本教育長 

新学習指導要領と言えば、「表現されたものや自然の造形などを自分の

目や体で直接捉え、よさや美しさなどを主体的にとらえる」という鑑賞の

活動もありますが、その点については、みなさんご意見ございますか。 

 

尾上委員 

わたしは、その点では【日文】２・３年下４８ページ、４９ページに特

長が表れていると思います。この火焔型土器ですが、原寸大で模様も分か

りやすく、火焔型を名付けられた理由もよく分かります。生徒が、作品の

良さを見つけるための表示の工夫として素晴らしいと思います。 

 

嘉名委員 

確かに、この迫力はいいですね。選定委員からも報告があった、【日文】

上の２から４ページの見開きも美しいですね。見せてもらえますか。この

「星月夜（ほしづきよ）」は筆使いだけでなく、鮮やかな色調についても

作品の特長が捉えやすく、効果的な鑑賞ができます。 

 

藤本委員 

この【日文】に書かれている「作者が表現したかったことは何なのか考

えてみよう」という問いかけも鑑賞の大切な観点です。これだけ忠実に掲

載されていることは、良さや美しさなどを主体的にとらえられることにつ
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ながりますね。 

 

松本教育長 

なるほど。これは迫力あるというか、ぐっときますね。 

では、表現や鑑賞の活動については、どうでしょうか。選定委員から追

加の説明はできますか。 

 

木村選定委員 

そうですね。鑑賞の活動に関わることでは、【日文】１年３４ページか

ら３７ページの「燕子花図」が中心となって議論が深まっていきました。 

 

尾上委員 

そうですよね。【日文】の「燕子花図」は、大きく掲載されて屏風のよ

うに立てられるようになっていて、写真の美しさに加えて立体的にも鑑賞

できて素晴らしい工夫だと思います。右下のＱＲコードからは鑑賞に関す

る動画が見られるような工夫もされていますよね。 

 

嘉名委員 

この「燕花子図」の動画を実際に見てみたのですが、他者と比べて随分

工夫されていました。ろうそくを使った作成当時の見え方を動画で再現す

るだけでなく、平面では感じられない奥行きなどの効果も音声で説明され

ていました。 

 

藤本委員 

鑑賞に関する動画は、【日文】２・３年上１０ページ「瞬間の美しさを

形に」でも工夫がされていました。ここでは、３６０度で見てみよう、と

記載されていますが、この静止画が大変興味深いです。拡大出来ることは

もちろんですが、上からの視点など多方向から見られることで、この作品

の良さを自分の作品に活かすことが出来ます。他者にも、造形に関する静

止画がありましたが、このような見せ方はしていませんでした。 
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松本教育長 

なるほど、これは【日文】の教科書は工夫されていますね。選定委員会

で、同じ単元や作品を比較することで工夫がみられるのは、他の箇所であ

りましたか。 

 

木村選定委員 

同じ作品で顕著にということですと、葛飾北斎の「神奈川沖波裏」です。

まず、【光村】２・３年２５ページ、２６ページを見てください。次に、

【日文】２・３年上２８ページ、２９ページを見てください。この２つを

直接比較して、違いがあるなあと選定委員会では話題になりました。こう

して直接比較してみると、【日文】の資料が鑑賞やイメージを広げていく

上で色彩などが優れているのではないか、という話になりました。 

 

澤田教育長職務代理者 

なるほど。色合いに特長が出ていますね。原寸大で大きさは同じですが、

こちらの方が色鮮やかに見えますね。こうやって比べると分かりやすいで

すね。【日文】は、２６ページ、２７ページの人物画でも、髪の毛の描写

など、細部まではっきりと見えますね。 

 

嘉名委員 

【光村】２・３年の３０ページに、その「ジャポ二スム」のことが触れ

られていますが、教科書を通して、生徒が日本美術の特色や美しさをより

感じられるのは、やはり、ねらいに通じる大胆な紙面の使い方や高精細印

刷で作品が掲載されている【日文】がふさわしいのではないでしょうか。 

 

藤本委員 

【日文】１年６８ページ、６９ページも見てください。表現や鑑賞の活

動に生かすために、自然界や身の回りのさまざまな形や色彩が掲載されて

います。これを見ることで、イメージが湧きにくい生徒の支援ができるだ

けでなく、生徒たちにとって、美術の学習をより身近に感じられるように

なるのではないでしょうか。 



101 

 

 

尾上委員 

赤・青・黄・緑に、白や紫。わたしたちの身の回りには、本当に美しい

ものがあふれていますね。美術の学習を通して、そういったことも生徒に

感じてほしいですね。 

 

松本教育長 

私からもいいですか。表現・鑑賞以外にも特徴が表れている箇所があり

ます。どの単元でもいいのですが、例えば【日文】１年１６ページをみる

と、そのページの上部に「学びの目標」が３つに整理されています。その

３つ目のオレンジ色のハートマークの欄に「主体的に取り組むための目

標」が示されています。このようなところにも【日文】は工夫をしている

と思います。 

 

嘉名委員 

これはいいですね。主体的に学習に取り組むこと、そして、その単元で

身に付けた力を生徒が実感できること。この「学びの目標」があれば、そ

のことを意識しながら、生徒が学習を効果的に進めることができますね。 

 

松本教育長 

では、そろそろよろしいでしょうか。 

みなさん、今までのご発言を聞いていますと、ほぼ全員の方が同じ意見

と思いますが、ここで、確認の意味で、投票を行います。 

 

松本教育長 

投票の結果、【日文】が５票。 

美術は【日文】となりました。 

ご異論はございませんか。 

 

 

全委員 
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 はい。 

 

 

閉 会 

松本教育長 

  以上で７月臨時教育委員会会議を閉会します。  

 



令和３年度使用中学校教科用図書　採択投票結果

○投票者：教育長　１名　教育委員　４名

採択順 教科 投票数

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版 自由社 育鵬社

1 4

東京書籍 教育出版 帝国書院 日本文教出版

1 4

東京書籍 大日本図書 大修館書店 学研

1 4

東京書籍 教育出版 帝国書院 山川出版 日本文教出版 育鵬社 学び舎

4 1

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書

5

東京書籍 三省堂 教育出版 光村図書

5

東京書籍 開隆堂出版 三省堂 教育出版 光村図書 新興出版社啓林館

5

教育出版 教育芸術社

5

教育出版 教育芸術社

5

東京書籍 教育図書 開隆堂出版

5

東京書籍 教育出版 光村図書 日本文教出版 学研 廣済堂あかつき 日本教科書

1 4

東京書籍 大日本図書 学校図書株式会社 教育出版 新興出版社啓林館

1 4

東京書籍 教育図書 開隆堂出版

5

東京書籍 帝国書院

5

東京書籍 大日本図書 学校図書株式会社 教育出版 新興出版社啓林館 数研出版 日本文教出版

4 1

開隆堂出版 光村図書 日本文教出版

5

6

7

8-1

9

10

11

5

5

5

5

5

12

15

14

技術

美術

5

5

5

5

5

5

5

5

書写

外国語

音楽
（一般）

家庭

道徳

理科

地理

保健体育

歴史

国語

1

2

3

4

5

数学 5

13 地図 5

投票結果

8-2
音楽
（器楽）

5

公民
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令和２年７月臨時教育委員会会議提出議案目次  

 

（議決案件） 

議案第２４号  令和３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 

            （説明担当 教育指導課・・・・・p. １） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第２４号 

 

令和３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 

 

令和３年度使用小中学校教科用図書を、別冊資料中「令和３年度使用

教科用図書一覧」のとおりに採択する。 

また、令和３年度において河内長野市立小中学校に設置されている支

援学級に在籍している児童生徒に対しては、拡大教科書を除き、学校教育

法附則第９条の規定する教科用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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年７月２８日   

河内長野市教育長 松本 芳孝 
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