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第７回 枚方市教育委員会定例会 会議録 

開会 平成26年７月31日午後３時00分 閉会 平成26年７月31日午後５時２分 

日程番号 議 案 番 号 案     件 結果 
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臨時代理事項の報告について 

（１）枚方市学校規模等適正化審議会への諮問について 
承認 

２ 議案第11号 平成27年度使用教科用図書の採択について 可決 

３ 議案第12号 教育に関する事務の点検及び評価について 可決 

出 

 

席 

 

委 

 

員 

議席番号 氏    名 欠

席

委

員 

議席番号 氏    名 

１番 記虎 敏和   番  

２番 徳永 博正   番  

３番 山下 薫子   番  

４番 吉村 雅昭   番  

５番 村橋  彰   番  

 

 

説 

 

 

明 

 

 

員 

 

 

 

 

教 育 次 長 高井 法子   

 

 

 

 

 

 

 

 

説 

 

学校規模調整課長 永田 昌宏  

管 理 部 長 君家 通夫  学 校 給 食 課 長  前村 卓志  

学 校 教 育 部 長  石田 義明  
学校規模調整課主幹 

併 公共施設部施設整備室課長 
山本 浩久  

社 会 教 育 部 長  西口 俊通  教 職 員 課 長  町田 弘明  

管 理 部 参 事  中嶋 穂積  
児 童 生 徒 支 援 室 

課長（生徒指導担当） 
狩野  雅彦 

学 校 教 育 部 次 長 
（参事級） 

若田   透 
児 童 生 徒 支 援 室 

課長（人権・支援担当） 
田辺  元美 

管 理 部 次 長  荻野  晋三 明 

 

 

員 

 

 

 

 

 

学 務 課 長 矢野千加子  

管 理 部 次 長  益田 正治  
教 育 推 進 室  

教 育 指 導 課 長  
花﨑 知行  

社 会 教 育 部 次 長 松宮  祥久 
教 育 推 進 室  

教 育 研 修 課 長 
喜多  一友 

社 会 教 育 部 次 長 森澤  可幸 社 会 教 育 課 長 米倉  仁美 

社 会 教 育 部 次 長 

兼 中央図書館長 
石村  和已 文化財課課長代理 後藤  耕二 

児童生徒支援室長 足立  一彦  スポーツ振興課長 井岡  功一 

教 育 推 進 室 長 

兼 教育文化センター館長 
藤田  佳久  中央図書館副館長 岡村  理恵 

教 育 総 務 課 長 小菅   徹 
記

録 
教育総務課課長代理 本田  一成 

   傍聴の人数 ９人  



－ 2 － 

○記虎委員長 それでは、定例会を始めさせていただきます。 

  開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

  君家管理部長。 

○君家管理部長 委員の出席状況について報告します。 

  本日の会議、全員出席です。 

  以上、報告を終わります。 

○記虎委員長 報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第７回枚方市

教育委員会定例会を開会いたします。 

  次に、本定例会の会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、会議規則第17条第２項の規定により、委員長において、徳永委員長職務代

理者を指名いたします。 

  それでは、日程１、報告第５号「臨時代理事項の報告について」を議題とします。 

  説明を求めます。 

  君家管理部長。 

○君家管理部長 ただいま上程いただきました報告第５号、臨時代理事項の報告につきまして、ご

説明いたします。 

  議案書の１ページをごらんください。 

  ご報告いたしますのは、ページ中程の２．臨時代理事項にございますとおり、臨時代理第７号、

枚方市学校規模等適正化審議会への諮問についてでございます。本件につきましては、教育委員

会の権限に属する事務につきまして、特に緊急を要すると認められましたため、教育長が臨時に

代理いたしましたので、教育長に委任する事務等に関する規則第４条第２号の規定により、教育

委員会に報告し承認を求めるものでございます。 

  議案書の２ページをごらんください。 

  臨時代理第７号、枚方市学校規模等適正化審議会への諮問につきましてご説明いたします。 

  本件は、教育長に委任する事務等に関する規則第３条第２項の規定により、平成26年７月16日

付けで教育長が臨時代理をいたしましたものでございます。 

  １．臨時代理の内容でございますが、枚方市立小・中学校のより良い教育環境を整備し、充実

した学校教育の実現に資するため、枚方市附属機関条例第１条の規定により、下記事項について

諮問するものでございます。 

  次に、２．諮問内容でございますが、（１）市立の小学校及び中学校の配置等の適正化に関す

る事項、将来における適正な配置等のあり方についてでございます。 

  参考資料といたしまして、次の３ページ及び４ページに諮問理由を添付しておりますのでご参

照いただきますようお願いいたします。 

  以上、簡単ではございますが、報告第５号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、

ご承認いただきますようお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、これから質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 
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  質疑なしと認めます。 

  これから報告第５号を採決します。 

  本件は、承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

  続きまして、日程２、議案第11号「平成27年度使用教科用図書の採択について」を議題としま

す。 

  事務局に本件の概要の説明をお願いします。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 ただいま上程いただきました議案第11号、平成27年度使用教科用図書の採択

についての提案理由をご説明申し上げます。 

  議案書の５ページをお開きください。 

  この件につきましては、教育長に委任する事務等に関する規則第２条第１項第19号の規定に基

づきまして、教育委員会の議決を求めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

○記虎委員長 本案件の審議に際して、私のほうから一言申し上げたいと思います。 

  本日の教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条、教育委員会の職務

権限の第６号に規定されておりますとおり、学校での使用義務が課せられている教科用図書を採

択する極めて重要な内容です。 

  そのため、平成27年度から使用する小学校教科用図書の採択に当たり、私たち教育委員としま

しても、これまで４回の教育政策会議を開催し、教科書採択の仕組み、採択に係る教科用図書と

照らし合わせながら、本年度の選定委員会答申及び調査員報告書等に基づき、学校からの所見、

教科書センターに寄せられた一般の方々からのご意見なども参考に検討してまいりました。 

  本日は、これまでの検討内容を踏まえ、本市の子どもたちにとって最もふさわしい教科用図書

を採択していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

  それでは、この後の議事についてですが、まず、選定に至る経過について説明を求め、続いて、

小学校の教科用図書について１種目ずつ審議していきたいと考えます。 

  なお、中学校の教科用図書の採択については、小学校の採択が終了した後、全種目一括して審

議したいと考えておりますが、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  なお、小学校用の教科書については、それぞれの種目の採択が決した後に、議案書６ページの

小学校用の欄にその内容を記入していただくようお願いします。 

  では、最初に選定に至る経過等について説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 本年度は平成27年度から使用します小学校教科用図書の採択のために、教科
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書関係法令並びに枚方市立義務教育小学校教科用図書選定委員会規則等に基づきまして、教科用

図書採択に係る事務を進めてまいりました。 

  具体的な経過といたしましては、平成26年５月22日に、第１回枚方市立義務教育諸学校教科用

図書選定委員会を開催し、教育委員会から選定委員会に対して、「平成27年度使用小学校教科用

図書の選定に関する事項」について諮問いたしました。 

  諮問を受けた選定委員会では、教科書採択の重要性、教科書採択の公正確保及び教科書採択の

仕組みについて確認するとともに、次の２点が決定されました。 

  １点目といたしまして、国語、書写、地図を含む社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、

家庭、保健の10種目について、各３名の調査員を置くこと。 

  ２点目としまして、調査員については、種目ごとに、校長１名、教頭１名、教諭１名の合計３

名を教育委員会において任命し、大阪府教育委員会作成の「平成27年度使用教科用図書選定資料

小学校用」を活用しながら調査研究を進めること。 

  以上、２点でございます。 

  これを受けまして、平成26年５月29日に調査員全体会を開催いたしました。 

  その際、各調査員には教科書の見本本を配付し、この見本本と後日、大阪府教育委員会から送

付される「平成27年度使用教科用図書選定資料小学校用」も活用しながら調査を進めること。 

  また、調査研究に当たっては、発行されている全発行者の教科書について、よい特徴の事実を

列記するよう依頼いたしました。 

  その後、調査員は約１か月間、集中的に調査活動を行い、７月２日に調査員代表から調査結果

をまとめた調査員報告書の提出がございました。 

  また、市内全小学校には学校現場の教員の意見を参考にする必要性があることから、６月２日

から７月11日まで各校１週間の期間を設定し、教科書見本本の移動展示を行いました。その際に、

教科書についての特徴や長所を意見書に書く機会を設けております。 

  各小学校から提出されましたこの学校からの所見につきましては、選定委員会において報告す

るとともに、先ほど委員長からもありましたが、事前に教育委員の皆様にもご報告させていただ

いております。 

  あわせて、広く市民の方などにも教科書を見てもらうため、枚方市立教育文化センターにある

教科書センターで、６月４日から12日まで法定外展示、６月13日から28日まで法定展示を行い、

そこでもご意見をいただいておりますので、同じく教育委員の皆様や選定委員会においても報告

をさせていただきました。 

  次に、第２回選定委員会を６月25日に開催いたしました。 

  第２回では、平成27年度使用小学校教科用図書採択に係る第１回以降の経過報告の後、小学校

教科用図書見本本を各委員が閲覧し協議いたしました。 

  続いて、第３回選定委員会を７月９日に開催し、小学校教科用図書について、種目ごとに調査

員代表である校長から調査研究の結果報告を受けました。 

  そして、審議の結果、「答申」として、全ての発行者について特にすぐれている点をまとめる

とともに、選定委員会として、全発行者の中から本市の児童にとってふさわしいもの２社に絞り、
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さらに、その中でよりふさわしいものについての議論も行ったと聞いております。 

  本日は、その結果もあわせてご説明申し上げます。 

  「平成27年度使用教科用図書の選定について（答申）」につきましては、平成26年７月17日に

選定委員会委員長から教育委員会に提出され、18日の教育政策会議において、教育委員の皆様に

お示しさせていただきました。 

  経過につきましては以上でございます。 

○記虎委員長 ありがとうございます。 

  それでは、ただいまから審議に入ります。 

  まず、小学校教科用図書の国語を議題といたします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 国語につきましては、選定委員会から、東京書籍、学校図書、三省堂、教育

出版、光村図書の５社について答申されました。 

  議案書の12ページの国語の答申の写しをご覧ください。 

  その中でも光村図書につきましては、学習指導要領の国語科の目標及び内容を踏まえ、日本の

伝統文化、風習などに触れられる教材が「きせつのことば」として掲載されています。また、挿

絵や写真が適切に盛り込まれ、教科書全体で児童の想像力や言語感覚を育むよう工夫されていま

す。巻頭の「いつも気をつけよう」では、これまでに学習してきたことがまとめられ、児童が学

習内容を自分で確認できるよう配慮されています。 

  東京書籍につきましては、いのちや自然をテーマにした文章や新聞・テレビで話題となった題

材を取り上げ、児童が興味、関心を持って取り組めるよう工夫されています。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、光村

図書と東京書籍が本市の児童にとってふさわしい教科書であり、その中で、よりふさわしいもの

を選ぶとすると、光村図書であると聞いております。 

  なお、他の発行者の教科書につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がござい

ますので、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○記虎委員長 それでは、これから審議に入ります。 

  まず、質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 光村図書が特に本市の子どもたちにふさわしいということですが、選定委員会で調査

委員代表からの報告の中で、先ほどの説明に加えて特徴的なことがありましたら、報告をお願い

いたします。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 まず、子どもたちが初めて国語と出会う１年生の教科書の最初のページの扱

いについての説明がありました。 

  各発行者とも児童の学習意欲を高めるため、さまざまな工夫がなされていますが、光村図書の

みが、絵とともに詩を掲載し、小学校国語の最初の授業が教員の詩の読み聞かせで始まるよう構
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成されているとのことです。 

  ２年生以上でも光村は、必ず詩の音読から始まるよう工夫されているとのことです。 

  また、現行の学習指導要領で４年生から３年生に移行されたローマ字の指導について、光村図

書は、特にコンピュータの入力方法について、丁寧に取り上げているという特徴があると聞いて

おります。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  徳永委員長職務代理者。 

○徳永委員長職務代理者 本年度から本市では学校図書館教育充実事業というのを実施しておりま

すね。その目的にもありますように、児童の読書活動を一層推進するということが大きな課題で

あると思います。各発行者の読書についての取り上げ方、これはどんな特徴がありますか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 図書の紹介冊数を比較いたしますと、東京書籍が最も多く６学年で534冊の

図書を紹介しております。次いで教育出版が465冊、光村図書が386冊となっています。 

  紹介冊数の差はありますが、どの発行者も本に興味を持たせながら図書館とのつながりを取り

上げ、活用を促す内容になっています。特に、光村図書では３年生以上で分野別に本が紹介され

ていることから、一般の図書館を利用する際にわかりやすいという特徴があると聞いております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はありますか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 現行の学習指導要領の大きなテーマでもありますが、子どもの言語活動を充実させる

ことが非常に重要であるということを考えております。特に国語科では、子どもたちが自ら習っ

てきたことを確認したり、あるいは振り返りながら他の教科や日々の生活に活用できるようにす

ることが大切であると考えています。この点で特徴のある教科書はありますか。 

  特に本市は、「漢字のまち枚方」として漢字をテーマに思いを伝える作文コンクールなどに取

り組んでいることもあり、枚方市の子どもたちには、さらに漢字の学習に興味を持って学習を進

めてほしいと考えております。 

  各発行者の教科書の漢字の学習について、特徴的なことがあれば、ぜひとも説明をお願いした

いと思います。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 光村図書では、巻頭の「いつも気をつけよう」というページで、これまで学

習してきた「話すとき」「聞くとき」「話し合うとき」などのポイントが発達段階に応じて簡潔

にまとめられており、いつでも自分で確認できるようになっております。 

  あわせて、巻末にも「たいせつのまとめ」というページで既習事項がまとめられ、他の学習に

も活用できるように工夫されています。 

  また、漢字の学習につきましては、「漢字の広場」というページを設け、前の学年で習ったこ

とを振り返りながら、漢字の定着が図られるよう工夫されています。 

  東京書籍につきましては、巻末に「『ことばの力』まとめ」というページで、これまでに学習

したことがまとめられ、児童が自分で振り返られるようになっております。漢字につきましても、
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前の学年の漢字について確認するための問題が取り入れられるなどの工夫がされています。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 各学校からの意見を見ますと、光村図書については、「よい作品が多く掲載されてい

る」というご意見が多くありました。特に物語教材が児童の心に響くものが多いと先生方が感じ

られておられるようです。答申の中にもありましたように、光村図書は、教科書全体で児童の想

像力や言語感覚を育むよう工夫された教科書であるように思います。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  それでは、これをもって討論を終結します。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の国語につきましては、光村図書を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、光村図書を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の国語

の欄に、発行者番号「38」、発行者略称「光村」、書名「国語」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の書写を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 書写につきましては、選定委員会から、東京書籍、学校図書、三省堂、教育

出版、光村図書、日本文教出版の６社について答申されました。 

  議案書は、13ページの書写の答申の写しをご覧ください。 

  その中でも光村図書は、学習指導要領の国語科の目標及び内容を踏まえ、硬筆学習の導入にお

ける鉛筆の持ち方について、鉛筆を持ち上げるところから丁寧に説明されています。また、毛筆

学習につきましては、用具の取扱が適切に掲載されるとともに、穂先の動きが視覚的に捉えられ

るよう表現されております。 

  さらに、資料には、前学年までに学習したことも掲載され、日常生活に活用できるよう工夫さ

れています。 

  続いて、日本文教出版につきましては、発達段階に応じて、文字や行の中心、漢字と平仮名の

大きさや配列等について考えながら学べるよう、まとめて記載されています。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、光村

図書と日本文教出版が本市の児童にとってふさわしい教科書であり、その中でも、よりふさわし

いものを選ぶとすると、光村図書であると聞いております。 

  なお、他の発行者の教科書につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がござい
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ますのでご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○記虎委員長 それでは、これから審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  徳永委員長職務代理者。 

○徳永委員長職務代理者 現在、日本文教出版の教科書を使っているということでございますが、

今度、選定委員会の結論が変わって、光村図書が特にふさわしいということになりましたね。そ

の辺について具体的に、少しご説明いただきたいと思います。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 今回の選定委員会では、特に学習の基礎・基本となる事項についての取扱に

注目して審議が行われたと聞いております。 

  その中で光村図書は、全ての児童がスムーズに取り組めるよう、例えば、硬筆について、１年

生で鉛筆の持ち方がより丁寧に、わかりやすく説明されている点や、毛筆については、筆の運び

はもとより、毛筆用具の扱い方、特に、次の時間の学習にもつながる筆のしまい方などについて、

より丁寧に示されており、初めて毛筆に取り組む３年生が学びやすい構成であるという点がすぐ

れているということでございます。 

  また、これは経験の浅い教員でも確実に基礎・基本を指導できる観点からも工夫されていると

聞いております。 

○記虎委員長 本市においても経験の浅い教員の割合がさらに増加しています。特に書写のような

実技を伴う教科は、指導者自身が基礎・基本の重要性をしっかりと認識し、子どもたちに見本を

見せながら、繰り返し指導していく必要があると思います。そのような観点も含めて調査したと

ころ特に光村図書が丁寧に示されているということですね。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 はい。そうでございます。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 学習指導要領の高学年の書写に関する事項の中に、目的に応じて使用する筆記具を

選び、その特徴を生かして書くということがありますが、ここ最近、もっぱらパソコンで文章を

作成するという機会が増えたというか、ほとんどそうなってきていると思うのですが、そうした

時に、手書きの文字がより魅力的であり、貴重なものに感じられるということがあるのですが、

児童が手書き文字のよさに気づいて、日々の生活に生かそうとする意欲が高められるという点で、

どのような工夫がされているか教えてください。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 日本文教出版では、５年生でポスター、６年生では寄せ書きや感謝カードな

どの作品例が掲載されており、手書きの文字の美しさが伝わってきます。 

  光村図書でも、さまざまな作品例が掲載されているとともに、答申にもありましたが、全ての

学年の巻末に資料として手紙や原稿用紙、ノートやメモ、新聞などの書き方について、学年に応

じた内容が繰り返し掲載されており、目的や意図に応じながら、日々の生活に生かせるよう工夫
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されております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 教科書というのは、どの子にとっても見やすくて学習しやすいものがよく、配色など

も重要になってくると思います。文部科学省も採択に際して、ユニバーサルデザインの重要性を

挙げていたと思いますが、特にカラーユニバーサルデザインの観点から見て、各発行者の教科書

は配慮されたものになっていますか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 今回の教科書採択に当たり、文部科学省からの通知にユニバーサルデザイン

への配慮が新たに示されております。 

  各種目の調査員は、その通知に従い、各発行者の教科書について、色覚の特性に配慮した見や

すい色を使用していること、色だけで情報を伝えないよう線の種類を変えたり、模様をつけるな

どの工夫がされていることにも留意しながら調査を行いました。 

  また、各発行者は、教科書の裏表紙にカラーユニバーサルデザインの観点から、校閲を行った

専門家の氏名や認証マークなどとともに、色覚の特性にも配慮する取り組みを行っていることを

記載しております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  それでは、これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  徳永委員長職務代理者。 

○徳永委員長職務代理者 日本文教出版の教科書を確認しましたところ、３年生の毛筆指導で、漢

字の「一」という、これを学習するところでは、現在使用している教科書には３パターンの筆遣

いが示され、「どの筆遣いかな、考えてみよう」となっていたのですが、今回の教科書には、そ

のような記載がなくなっているのですね。 

  一方、光村では、イラストを用いながら穂先の向きが大きく丁寧に、わかりやすく表現されて

いました。先ほど説明のあった基礎・基本をしっかりと押さえるという点では、この光村のほう

がすぐれているというふうに考えました。 

  以上です。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 先ほど説明にも出ておりますが、やはりカラーユニバーサルデザインに配慮された教

科書を使用するということは、とても大切なことだと考えています。加えて、教員が指導面でも

色覚の特性について意識をしながら、どの子どもたちも戸惑うことがないよう、わかりやすい授

業を行うことが求められていると考えています。 

  したがって、教育委員会としてもそのことを踏まえて、教員の研修をやはり充実させていくこ

とが今後重要であるというふうに考えております。 
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○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これから採決に入ります。 

  小学校教科用図書の書写につきましては、光村図書を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、光村図書を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の書写

の欄に、発行者番号「38」、発行者略称「光村」、書名「書写」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の社会を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 社会につきましては、東京書籍、教育出版、光村図書、日本文教出版の４社

について答申されました。 

  議案書14ページの社会の答申の写しをご覧ください。 

  その中でも教育出版は、学習指導要領の社会科の目標及び内容を踏まえ、学習問題を提示して、

小単元ごとに「つかむ」「調べる」「まとめる」の活動を繰り返し、大単元ごとに「深める」学

習を設定しています。 

  基礎的な知識の定着が図られるよう、「まとめる」では、キーワードに注目させるとともに、

わかったことや考えたことを直接書き込んだり、短文であらわすなどの活動を取り入れています。 

  また、資料につきましては、厳選されており、効果的かつ集中して活用できるよう、重なりを

できるだけ避けるなど、配置の仕方にも配慮がなされています。 

  東京書籍につきましては、問題解決の学習段階がわかりやすく、見通しを持って学習に取り組

める構成になっています。各単元の最初に学習問題を提起した上で、「まとめ」でも学習問題を

再掲するなど、一貫した学習ができるよう工夫されています。また、児童の興味、関心を高める

資料やコラムなどが豊富に掲載されています。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、東京

書籍と教育出版が本市の児童にとって、ふさわしい教科書であり、その中で、よりふさわしい教

科書を選ぶとすると、教育出版であると聞いております。 

  なお、他の発行者につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がございますので、

ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 社会につきましても選定委員会では、現在使用している東京書籍ではなくて、教育出

版が本市の児童にとって最もふさわしいと判断をされているということですが、教育出版が特に

すぐれているという点について、詳しくご説明をお願いします。 
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○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 先ほどの書写と同様、社会につきましても選定委員会では、学習の基礎・基

本となる事項の取り扱いに注目して審議を行いました。 

  その結果、答申の中にもありましたが、教育出版の教科書は、児童の基礎的な知識の定着が図

られるように、自分でしっかり考えながら書き込みができるよう配慮されていると聞いておりま

す。より具体的な問いかけに答えたり、わかったことや考えたことを重要語句を使用して書き込

ませることにより、基礎・基本の確実な定着につながるのではないかとの判断に至ったと聞いて

おります。 

  また、児童が調べ学習を行うに当たっても、例えば、親しみやすいキャラクターの吹き出しに

より、課題の提示や内容の補足がなされている点が特徴的であると聞いております。 

  加えて、先ほどもご説明いたしましたが、特にユニバーサルデザインの観点からも、全ての児

童が集中して取り組めるよう資料を厳選し、重なりがないよう配置にも配慮がなされているとい

う点で、特にふさわしいということでございます。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  徳永委員長職務代理者。 

○徳永委員長職務代理者 念のために次の点について、教育出版のものについてですが、お尋ねを

したいと思います。 

  まず、１点目は、記述の仕方や内容の妥当性について、基本的な事項を適切に記述しているか。

記述のバランスがとれているか。評価の分かれる事柄や、それが定まっていない事項について、

一方的な記述となっていないかということについて。 

  それから、２点目は、適時性ということについてですが、児童の発達段階にふさわしい内容と

なっているかどうか。その学習の効果として、結局、社会とか歴史というのはおもしろいなあと、

そういうふうに感じるように、基本的な事柄をちゃんと理解できるように、そういうふうにうま

く工夫されているかどうか。こんなことをちょっと教えていただきたいと思います。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 記述の仕方や内容の妥当性、記述のバランスにつきましては、文部科学省の

検定を経たものであり、教育出版はもとより、全ての発行者において、学習指導要領の目標や内

容を踏まえ、適切に記述されております。 

  次に、適時性につきましては、大阪府の教科用図書選定資料においても、それから、本市の調

査員の報告においても、児童の発達段階に応じた文の量と、わかりやすい表現で記述されている

などの配慮がされていると聞いております。 

  ご質問の教育出版の教科書につきましては、このことに加えて、学習効果を高めるためにキャ

ラクターによる課題の提示が具体的にされており、単元末において記述欄が設けられるなど、児

童が作業を通して学習を深められるよう工夫されています。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 国旗・国歌の取り扱いについて確認をしておきたいと思いますが、各社に特徴はあ
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りますか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 国旗・国歌につきましての文章量が最も多いのは東京書籍ですが、どの発行

者も３，４年の下の本と５年で国旗を、６年で国旗・国歌について、適切に掲載されております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 教育出版の教科書は、資料が厳選されていて見やすいということですので、子どもた

ちにとったら使いやすいのではないかという印象を持ったのですが、その上で、子どもたちには

社会の授業を通して、さまざまな資料を活用する力もつけてほしいという思いがあります。その

点について、いかがでしょうか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 授業においては学習指導要領にありますように、基礎的・基本的な知識及び

技能を確実に習得させ、これらを活用して、課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現

力、その他の能力を育むことが重要になってきます。 

  各学校において、さまざまな資料を活用する力をつけるために、まず、社会科の教科書を用い

て、資料の基本的な見方や活用の仕方を学んだ上で、地図帳や学校図書館の本など、さまざまな

資料を使い、活用力を育む授業を展開していくことが重要であると考えております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 社会の教科書につきましては、他の教科書に比べて写真とかグラフなどの資料が非常

に多く掲載されていることが特徴であるということです。その資料を活用する力を育てることが

実際には重要になってきます。 

  一方、今回の採択事務に当たっては、文科省のほうからユニバーサルデザインの観点で、教科

書が障害その他の特性の有無にかかわらず、児童生徒にとって読みやすいものになっているかど

うかについても比較検討することが望ましいということが、新たに通知されているということで

す。 

  教育出版の教科書につきましては、答申にもありますように、厳選された資料が、特に重なり

がないように配置されていたということですので、子どもたちの気持ちが散漫になることなく、

一つの資料に集中できるという点で、指導の徹底も図られるのではないかというふうに考えてお

ります。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 各学校から提出された意見というのを確認しますと、教育出版の教科書は、先ほど

部長からの説明もあったように、まとめる欄が設けられて、文章でまとめる力を培うのによいと
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いうなどの意見がありました。その他に具体的な活動例が示されていて、調べ学習がやりやすい。

それから、学習のめあてが明確で、それを解決するための活動手段がわかりやすく書かれている。

そういうふうな意見がありました。子どもたちが自ら調べる活動を行いやすいように配慮されて

いると思います。これらのことから、教育出版の教科書が本市の児童にとって、よりふさわしい

というふうに考えます。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  徳永委員長職務代理者。 

○徳永委員長職務代理者 先ほどのさまざまな質疑への回答もお聞きして、子どもたちの基礎・基

本、確実な定着を図り、確実な学習効果上げるというための工夫がなされているという点など総

合的に見て、この選定委員会の結論に賛成をしたいというふうに思っています。 

  ただ、その上で、これを実際、どのように使って授業をするかということこそが大事になって

きますので、少し長くなって申しわけないのですが、この機会に、その点についていくつか要望

しておきたいと思います。 

  先生方には学習指導要領を踏まえて授業をされるということは当然のこととして、一つ目に、

あくまで客観性や公平性を尊重しつつ、歴史や社会の学習を通して、基本的な事柄、事項を知っ

て、適切に理解し得るように工夫すること。 

  二つ目に、子どもたちが社会科っておもしろいなあと興味や関心を持てるように、かつ枚方、

ひいては日本に愛情や誇りを持てるように工夫し、将来それらを担って支えていくという自覚と

意欲、力量のもとを養えること。 

  三つ目に、世界の中の日本という観点を踏まえ、世界の国々と平和裏に、ともに生きることの

大切さを自覚させるとともに、現今の国際社会の動向、特に東アジアの情勢の厳しさにも目を向

け、バランスのとれた課題意識を持ち得るよう工夫すること。 

  以上をお願いしたいと思います。 

  なぜこのように申したかについて補足いたします。 

  今回いろんな教科書を見ておりまして、率直に申して、もちろんそれぞれすぐれた点、長所が

ありますが、なお改善の余地のあるものも多いと思います。そこで、教える中身というよりも、

その前に、それを使って授業をされる先生方に踏まえておいていただきたいということがある、

その点を申しておきたいというわけです。 

  それは、子どもたちがこれから生い育っていく時代を考えますと、内外ともに幾つも大きな課

題が横たわっておりますね。かつて私は高校の社会科の教師として、日本史や世界史を教えてお

りまして、強く印象づけられたことは、非常に大づかみな話ですが、世界には本当にすぐれた文

化や文明が築かれて、その中で多くの人々がその利益や恩恵を受ける、そういう高い達成の成果、

その証がある傍ら、我々日本人には、ほとんど経験をせず、想像することもできないような侵略

であるとか、虐殺であるとか、略奪であるとか、そういう過酷、残虐な出来事がしばしば起こっ

ているということです。 

  高名な言語社会学者で、慶応大学で長く教えておられた鈴木孝夫さんという方がおられます。

この方がある講演で、「ユーラシア大陸では苛烈な歴史の中で人間同士が大変なもみ合いとなっ
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て、生き抜くためには筋金入りで自己中心の精神構造を中国もイスラムもインドも、そして欧米

も、みんな持っている。それらは、つまり、あること、ないことを言挙げして、理屈をこね上げ、

とにかく相手を攻撃することによって、自らを守る国々である」というふうにおっしゃっていま

す。大括りな話なのですが、そこから我が国が、いかにそれらと異質であるか、逆に、我々の特

異性というのも浮かび上がってくると思うのですね。そういう自己中心的な国々に囲まれながら、

我が国は必死で近代化を成し遂げてきたという歴史を持っています。 

  しかし、今また非常に厳しい状況に直面しております。このときに当たって、鈴木氏の言を再

び引きますと、「通信・交通の飛躍的な発達によって、日本を守る保護膜がなくなった現在、日

本には、一言われたら十言い返すというユーラシア型の言論が必要なのです。そのためには日本

人が自分の国に対して自信を持てるよう、教育を変えなくてはだめです。日本に対する愛情と信

頼を取り戻さなくては。今こそ日本人は発想・発信型に切りかえて」とおっしゃっていました。

これは、やはり身に染む大事なご指摘ではないかと思います。 

  もちろん世界には自然や文化、人々の暮らし等々において、我々を驚かせ魅了するもの、学び

たいものがたくさんありますが、それらとともに厳しい状況や、極めて難しい課題があることに

も目を向け、あわせて、広く事実を客観的に捉え、理解すること、そして、それらと関わってい

く知慧と能力、覚悟、気概を持つことが大切なのではないでしょうか。 

  以上、学校において子どもたちに対して、いずれ自らの課題として受けとめるその基礎、生き

抜く力の基礎を培う教育をしていただきたいと願って申し上げました。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の社会につきましては、教育出版を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  よって、教育出版を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の社会

の欄に、発行者番号「17」、発行者略称「教出」、書名「小学社会」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の地図を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 地図につきましては、選定委員会から、東京書籍、帝国書院の２社について

答申がなされました。 

  議案書15ページの答申の写しをごらんください。 

  帝国書院は、学習指導要領の社会科の目標及び内容を踏まえ、導入時の学習として、「地図の

なりたちとやくそくごと」「地図帳の使い方」について、大阪府内を例に、詳しく説明されてい

ます。 
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  また、関連する資料について、日本のすがた、世界の国別統計など情報量が多く、児童の調べ

学習に応える内容となっております。 

  また、「防災マップづくり」が掲載され、地図活用の技能や表現力、思考力を育成するための

工夫がなされています。 

  東京書籍につきましては、厳選した資料を適切に掲載し、見やすさに配慮された構成となって

いるなどのよい点がございます。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、本市

の児童にとりまして、よりふさわしい教科書は帝国書院であると聞いております。 

  ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 選定委員会で帝国書院の地図がよりふさわしいと判断されたようなのですが、具体的

にどのような意見が出ていたのかお尋ねします。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 選定委員会の中では、地図帳における資料の見やすさと情報量の多さについ

て議論があったと聞いております。 

  保護者代表の委員からは、「４年生でも使用する地図帳なので、見やすさ、わかりやすさが重

要ではないか」というご意見もあったようですが、基本的な知識の習得をねらう教科書とは違い、

地図帳は活用する資料として、子どもの調べ学習や子どもの興味、関心を高めるということに耐

え得る情報量の多さも必要になってくるのではないかとの理由から、帝国書院がよりふさわしい

と判断されたということでございます。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の地図につきましては、帝国書院を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、帝国書院を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の地図

の欄に、発行者番号「46」、発行者略称「帝国」、書名「楽しく学ぶ小学生の地図帳」とご記入

ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の算数を議題とします。 

  説明を求めます。 
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  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 算数につきましては、選定委員会から、東京書籍、大日本図書、学校図書、

教育出版、啓林館、日本文教出版の６社について答申されました。 

  議案書16ページの算数の答申の写しをご覧ください。 

  東京書籍につきましては、学習指導要領の算数科の目標及び内容を踏まえ、自ら筋道を立てて

考えたことを表現する能力を育成するため、「算数マイノートをつくろう」の中で、「友だちの

くふう」としていくつかの記述例を掲載し、既習事項の活用や解決の過程を残すなどの工夫がな

されております。また、「おぼえているかな？」で、次の学習につながる既習事項について確認

するとともに、巻末の「振り返えりコーナー」でも既習事項のポイントが確認できるよう工夫さ

れています。 

  啓林館につきましては、「わかりやすくせつめいしよう」など、低学年から言語活動を行うた

めの題材を取り扱っています。また、「学びをいかそう」などでは、学んだことを身近な活動と

して取り組めるよう工夫されています。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、東京

書籍と啓林館が本市の児童にとって、ふさわしい教科書であり、さらに、その中でも、よりふさ

わしいものを選ぶとすると、東京書籍であると聞いております。 

  なお、他の発行者につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がございますので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 これから審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 算数における基礎的・基本的な知識、技能の指導については、例えば、小学校では

定規やコンパスなどの道具の使い方をしっかり定着させるということが必要になってくると思い

ますが、その点について、特徴のある教科書の説明を願います。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 どの発行者も道具の使い方については写真や絵を用いながら、丁寧に説明し

ています。特に東京書籍は、３年生でのコンパスの使い方が見やすく、丁寧であり、４年生での

分度器の使い方では、間違った使い方をあえて示すなどの工夫がなされています。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 各社の教科書をずっと見ていますと、６年の教科書が上下本から学年１冊にまとめら

れているという、そういう傾向があるようです。恐らく１年間の学習の見通しについて、児童自

身に意識をさせたり、中学校への移行準備ということもあるのかなと思いますが、算数ではどう

でしょうか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 今回の算数の６年の教科書で、上下に分かれているのは日本文教出版のみで

す。他の６年の教科書は、前回は上下本に分かれていましたが、今回は１冊にまとめられていま
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す。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の算数につきましては、東京書籍を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、東京書籍を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページ、平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の算数

の欄に、発行者番号「２」、発行者略称「東書」、書名「新編 新しい算数」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の理科を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 理科につきましては、選定委員会から、東京書籍、大日本図書、学校図書、

教育出版、啓林館の５社について答申されています。 

  議案書17ページの理科の答申の写しをご覧ください。 

  その中でも啓林館は、学習指導要領の理科の目標及び内容を踏まえ、巻頭の「学習の進め方」

で問題解決の流れが示されており、別冊「わくわく理科プラス」において、単元の導入場面、振

り返りの場面での書く活動を扱う構成となっています。 

  また、「理科につながる算数のまど」では、グラフのかき方など、算数の学習内容との連携が

示されています。「読んでみよう理科の本」では、児童の興味、関心に応じて、読書活動につな

がるよう工夫されています。 

  東京書籍につきましては、結果をもとに考察し、結論を導く活動を大切にするため、観察・実

験で得られた「結果」と「まとめ」を区別するなどのよい特徴がございます。 

  選定委員会といたしましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、

東京書籍と啓林館が本市の児童にとって、ふさわしい教科書であり、さらに、その中で、よりふ

さわしいものを選ぶとすると、啓林館であると聞いております。 

  なお、他の発行者につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がございますので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 これから審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 啓林館の「わくわく理科プラス」という別冊ですが、これは具体的にどのように活用

するのでしょうか。 
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○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 啓林館の別冊「わくわく理科プラス」は、単元の学習の初めと終わりに特化

した構成となっております。単元の学習の初めに、これまでの学習や身の回りの経験を思い出し

たり、自分なりの考えを書き込むようになっております。また、学習の終わりに実験結果につい

て説明したり、学習の感想を書き込むようになっています。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  徳永委員長職務代理者。 

○徳永委員長職務代理者 学習指導要領で、理科の目標の一つに問題解決の能力を育てるというこ

とがありますけど、これに向けての工夫としてどんなようなことがありますでしょう。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 問題解決のプロセスについては、いずれの教科書においても巻頭に学習の進

め方が示され、それに従って単元の学習を進めるよう構成されています。 

  問題解決に向けて、いかに課題を自分のものとするかという点では、先ほどの啓林館の「わく

わく理科プラス」は、生活経験などを整理し、課題がより明確になるよう工夫されております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はありますか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 本市の子どもたちにとって言語力の育成を図るということが大きな課題であるとい

うふうに感じているところです。国語の時間はもちろんのことなのですが、理科においても自分

の予想した考えを表わしたりとか、実際に実験や観察で見たこと、わかったこと、そして、その

結果から新たに考えたことなどを自分の言葉で書き表わすということを習慣化する必要があると

思っています。その点で、啓林館の別冊「わくわくプラス」というのは、書き込み欄が充実して

おり、言語力の育成を図るのに大変適していると思っています。 

  また、別冊になっているということで、指導者が適宜回収して、児童の学習成果を確認しやす

くなっているという点も便利な点であると思っています。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 中学校での理科学習においては、計算をしたり、実験結果をグラフにあらわすなど、

算数の基本的な知識や技能が必要になってきます。東京書籍と啓林館の教科書には算数学習との

関連が掲載されており、児童が理科と算数との関連に気づくように、それぞれ工夫されています。

中でも啓林館の「理科につながる算数のまど」では、２ページにわたって、算数で学んだことが

簡潔にわかりやすくまとめられている点が、特にすぐれていると私は考えております。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより採決に入ります。 
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  小学校教科用図書の理科につきましては、啓林館を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、啓林館を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の理科

の欄に、発行者番号「61」、発行者略称「啓林館」、書名「わくわく理科」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の生活を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 生活科につきましては、選定委員会から、東京書籍、大日本図書、学校図書、

教育出版、光村図書、啓林館、日本文教出版の７社について答申されました。 

  議案書18ページの生活の答申の写しをご覧ください。 

  啓林館は、学習指導要領の生活科の目標及び内容を踏まえ、言語活動の基礎的な事柄として、

「はなしかた、ききかた、つたえかた、いえるかな」が巻末資料として掲載されています。別冊

「せいかつたんけんブック」には、実物大の植物や昆虫の写真等が掲載され、野外活動での観察

や自然遊びに活用できるよう工夫されています。また、掲載されている児童の観察カード等は正

立で示されており、全ての児童が見やすいように配慮されています。 

  東京書籍につきましては、町たんけんの単元が複数回設定され、地域の人々と触れ合う活動が

取り上げられており、交流が進められるよう配慮されているなどのよい特徴がございます。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、東京

書籍と啓林館が本市の児童にとって、ふさわしい教科書であり、その中でも、よりふさわしいも

のを選ぶとすると、啓林館であると聞いております。 

  他の発行者につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がございますので、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 先ほど答申の中で、啓林館に掲載されている児童の観察カード等は正立で示されてい

るということを説明していただきましたが、具体的にはどのようなことなのでしょうか。 

  また、そのことでどのような効果があるかということについても説明をお願いしたいと思いま

す。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 どの発行者の教科書にも児童が書いた観察カード等が数多く掲載されていま

すが、その多くは教科書のページに対して、カードが斜めに配置されています。一方、啓林館で

は、基本的に教科書のページに対して真っすぐ配置されています。このことにより教科書を傾け

ることなく、全ての児童が読みやすく、学習できるのではないかと選定委員会から聞いておりま

す。 
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○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 前回の採択の際にもお尋ねしましたが、啓林館の教科書についている別冊なのですが、

これは授業の中でどのように活用できているのでしょうか。現在の教科書にも「せいかつめいじ

んブック」という別冊がついていますが、それを実際に使っている学校現場の声を聞かせていた

だけたらと思います。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 現在の啓林館の教科書についている別冊については、学校では外での活動を

実施する際に、安全面で気をつけることや、観察等のねらいを事前に指導する際に活用している

と聞いております。 

  また、たんけんバッグに入れて外に持って出て、植物や昆虫などの観察をするときに、写真と

比較したり、大きさをはかるときにも活用しているということでございます。さらには、校外学

習時にも児童に持たせ、自然遊びに活用している学校もあると聞いております。耐久性があり、

持ち運びにも便利なようでございます。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  それでは、これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の生活につきましては、啓林館を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  よって、啓林館を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の生活

の欄に、発行者番号「61」、発行者略称「啓林館」、書名「せいかつ」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の音楽を議題といたします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 音楽につきましては、選定委員会から、教育出版、教育芸術社の２社につい

て答申されています。 

  議案書19ページの音楽の答申の写しをごらんください。 

  教育芸術社は、学習指導要領の音楽科の目標及び内容を踏まえ、題材や教材の狙いが明確に示

され、イラスト等を活用して、学習の手だてを示すなど、具体的に明記されています。また、

「心をつなぐ歌声」「歌いつごう日本の歌」等では、豊かな情操を養うのにふさわしい選曲がな

されています。 

  低学年では鍵盤ハーモニカのほかに、ハーモニカのマークも掲載し、どちらの演奏にも対応で
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きるように工夫されています。 

  あわせて、共通歌唱教材は、全て「こころのうた」という見出しで掲載されています。 

  教育出版につきましても、基礎・基本となる内容を精選・焦点化したものの他に、選択可能な

教材が設定され、弾力的に扱うことができる内容が盛り込まれているなどの特徴がございます。 

  選定委員会では、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、本市の児童に

とって、ふさわしい教科書は教育芸術社であると聞いております。 

  ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 音楽の教科書における国歌の取扱いについて、各発行者の特徴というのはどのよう

になっているのでしょうか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 教育出版では、「さざれ石」の写真を載せるなど、児童が歌詞のイメージを

しやすいように工夫されています。 

  教育芸術社では、どの学年も最後の表紙裏に掲載され、児童がいつでも国歌に親しみやすいよ

う工夫されています。 

○記虎委員長 国歌については、学習指導要領が改訂された折に、いずれの学年においても歌える

よう指導することとなり、指導の趣旨が明確になりました。引き続き各学校での指導の充実が図

られることを願っております。よろしくお願いします。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 低学年での楽器演奏についてお尋ねします。 

  どちらの発行者も鍵盤ハーモニカが主に取り上げられていましたが、本市ではハーモニカを使

用している学校もあると聞いています。学習指導要領では、その点どのように記載されています

か。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 音楽の学習指導要領では、第１学年及び第２学年で取り上げる身近な楽器は、

さまざまな打楽器、オルガン、ハーモニカなどの中から学校や児童が実態を考慮して選択するこ

ととなっております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 ユニバーサルデザインの観点から、どの子どもにとっても見やすくて、使いやすい教

科書はどちらですか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 どちらの教科書もユニバーサルデザインの観点から見て、よく配慮されてい

ると聞いております。特に教育芸術社は、より見やすいように答申にも示されておりますが、写
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真と文字を重ねる際は文字を白抜きにしたり、文字と図柄を近づけ過ぎないように配置したり、

どの子もページを扱いやすいように、折り込みを少なくしている点がよいと選定委員会から聞い

ております。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の音楽につきましては、教育芸術社を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、教育芸術社を採択することに決しました。 

  議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の音楽の欄に、発

行者番号「27」、発行者略称「教芸」、書名「小学生の音楽」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の図画工作を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 図画工作につきましては、選定委員会から、開隆堂、日本文教出版の２社に

ついて答申されました。 

  議案書の20ページの図画工作の答申の写しをご覧ください。 

  日本文教出版は、学習指導要領の図画工作の目標及び内容を踏まえ、児童の特性に応じた表現

活動ができるように、多様な材料や表現方法を組み合わせることにより、造形活動の展開に幅を

持たせるよう配慮されています。巻末の「使ってみよう材料と用具」では、学年に応じた材料や

用具の使い方が示されています。 

  幼稚園教育との関連に配慮し、１年生が興味を持ちやすい題材や、砂や土、水を使った造形活

動が設定されています。 

  開隆堂につきましても、児童の発想・構想を広げる場面での写真や発展的な活動の具体例が示

されているなどの、よい特徴がございます。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、本市

の児童にとって、ふさわしい教科書は日本文教出版であると聞いております。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 用具の扱いなど安全面についての記載について、各社どうなっているのかお尋ねしま

す。 
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○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 ２社とも用具の使い方や活動における安全面につきましては、マークを活用

するなど、安全に作業ができるように配慮されています。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  村橋教育長。 

○村橋教育長 図画工作においても言語活動を重視するという必要があると思いますが、その点に

ついて、２社の取扱はどうなっていますか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 開隆堂では、「ふりかえって、はなしあおう」という欄を掲載しています。 

  一方、日本文教出版では、学習の目当ての一つして、「ともだちのくふうを見つけよう」や

「えを見ながらはなしをしよう」などの項目が示され、図画工作の時間に言語活動がしっかり位

置づけられています。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  それでは、これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論なしと認めます。 

  それでは、採決に入ります。 

  小学校教科用図書の図画工作につきましては、日本文教出版を採択することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、日本文教出版を採択することに決しました。 

  それでは、議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の図画

工作の欄に、発行者番号「116」、発行者略称「日文」、書名「図画工作」とご記入ください。 

  続きまして、小学校教科用図書の家庭を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 家庭科につきましては、選定委員会から、東京書籍、開隆堂の２社について

答申されています。 

  議案書の21ページの家庭の答申の写しをご覧ください。 

  開隆堂は、学習指導要領の家庭科の目標及び内容を踏まえ、消費者としての視点や環境を考え

る視点が多く盛り込まれ、日常生活に直結した具体例をもとに、投げかけられた課題を解決して

いく形で学習を進めることができます。 

  仕事内容に関係なく男女が協力して、家庭の仕事に取り組んでいる場面が写真等で多く掲載さ

れ、協力の大切さに気づかせるよう配慮されています。 

  児童の目線と同じ角度の豊富な写真を掲載することにより、調理の作業工程について、スムー

ズに正確な活動ができるよう工夫されています。 
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  東京書籍については、学んだことを主体的に活用できるよう、「Ｄｏ活動！マーク」で、実践

的な活動のポイントが示されています。 

  また、左利き児童の用具の使い方が写真で示されるなどの配慮がなされているなどの、よい特

徴がございます。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、本市

の児童にとって、ふさわしい教科書は開隆堂であると聞いております。 

  ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 図画工作でも伺ったことですが、家庭科も実習を行うことが多くて、安全面への配慮

が非常に重要になってくると思いますが、その点で、各発行者の特徴はどのようなものかという

ことをお尋ねします。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 どちらの発行者も安全マークを活用するなど、子どもたちが、自ら安全に配

慮しながら活動できるよう工夫されています。 

  特に、開隆堂では巻頭に、全体を通し注意すべき点がまとめられており、事故防止に留意する

よう配慮されています。 

  また、調理実習では、食物アレルギーへの配慮も見られます。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  それでは、これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これから採決に入ります。 

  小学校教科用図書の家庭につきましては、開隆堂を採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、開隆堂を採択することに決しました。 

  議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の家庭の欄に、発

行者番号「９」、発行者略称「開隆堂」、書名「小学校 わたしたちの家庭科」とご記入くださ

い。 

  続きまして、小学校教科用図書の保健を議題とします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 保健につきましては、選定委員会から、東京書籍、大日本図書、文教社、光

文書院、学研教育みらいの５社について答申されています。 
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  議案書22ページの保健の答申の写しをごらんください。 

  学研教育みらいは、学習指導要領の体育科の目標及び内容を踏まえ、知識を十分に習得し、主

体的に生活に生かすことができるよう、「かつよう」「学習のまとめ」では、書き込み欄を豊富

に設けるなどの工夫がなされています。 

  科学的な内容が「かがくの目」のマークを用いて、写真や図解で掲示されるなど、児童の発達

段階に応じたものになっています。 

  また、「交通事故の防止」では、交通事故を防ぐための工夫や努力として、本市の掲示板の写

真が掲載されています。 

  東京書籍については、問題解決的な学習に取り組めるよう、課題をつかむためのチェックや自

分の考えを書き込む欄が用意されているなどの、よい特徴があります。 

  選定委員会としましては、調査員の報告及び各委員の意見を踏まえ、総合的に判断して、東京

書籍と学研教育みらいが本市の児童にふさわしい教科書であり、その中で、よりふさわしいもの

を選ぶとすると、学研教育みらいであると聞いております。 

  なお、他の発行者につきましても答申にありますように、それぞれよい特徴がございますので、

ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 答申の中で学研教育みらいの交通事故防止のところで、枚方市の掲示板の写真が掲載

されているということが書かれてありましたが、具体的にはどのような内容でしょうか。 

○記虎委員長 石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 学研教育みらいの５、６年の教科書の交通事故防止のページの中で、交通事

故を防ぐための工夫や努力の一つとして、本市の自転車の安全な利用のページとして、掲示板の

写真が掲載されています。これは、本市の土木部交通対策課のホームページでも紹介されており

ますが、市営自転車駐車場10カ所に11枚掲示しているものでございます。 

  この掲示板には、自転車安全利用５則や違反行為などが示されています。ちなみに、今、この

写真は町楠葉自転車駐車場のものでございます。 

○記虎委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  山下委員。 

○山下委員 保健においては、３、４年生で学習する体の発育・発達について、この時期の子ども

たちに正しい知識をしっかり身につけてほしい重要な内容であると思っています。しかし、一方

で、照れたり、恥ずかしがったりして、じっくり落ちついて学習しにくい内容であるとも思いま

す。その点、学研教育みらいでは、子どもと大人の体つきの変化を子どもたちに身近な体操服姿

の男女であらわすなど、どの子も抵抗感なく教科書を見ることができるよう配慮されているよう
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に思います。 

  以上です。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  吉村委員。 

○吉村委員 先ほど、学研教育みらいに本市の写真が掲載されているという説明がありましたが、

このことに関しましては、本市が取り組んでいることが教科書で実際大きく取り上げられたとい

うことで、子どもたちが興味を持って学習することにつながるのではないかなというふうに思っ

ています。 

  具体的に二人乗りや夜間の無灯火運転などの違反行為のほうが掲示をされておって、本市の子

どもたちの安全意識を高めて、自転車の交通事故を防止するのに効果的であるというふうに私は

考えております。 

○記虎委員長 ほかに討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これより採決に入ります。 

  小学校教科用図書の保健につきましては、学研教育みらいを採択することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、学研教育みらいを採択することに決しました。 

  議案書の６ページの平成27年度枚方市立小中学校使用教科用図書の小学校用の保健の欄に、発

行者番号「224」、発行者略称「学研」、書名「新 ・みんなの保健」とご記入ください。 

  続きまして、中学校教科用図書を一括して議題といたします。 

  説明を求めます。 

  石田学校教育部長。 

○石田学校教育部長 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条の規定により、

義務教育諸学校において使用する教科用図書は、政令で定める期間、毎年度同一の教科用図書を

採択するものと定められており、同法施行令第14条により、同一の教科用図書を採択する期間は

４年と定められております。 

  中学校教科用図書につきましては、平成23年度に採択し、平成24年度から使用しております。

したがいまして、平成27年度に使用します中学校教科用図書については、平成24年度から使用し

ている教科用図書と同一の教科用図書を採択することとなります。 

  なお、各種目別の教科用図書につきましては、議案書６ページの中学校用の欄に掲載しており

ます。 

  この件につきましては、教育長に委任する事務等に関する規則第２条第１項第19号の規定に基

づき、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

  以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○記虎委員長 それでは、審議に入ります。 
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  質疑はございませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

  討論なしと認めます。 

  これより採決に入ります。 

  中学校教科用図書につきましては、議案書に記載されているとおり、採択することにご異議は

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

  それでは、続きまして、日程３、議案第12号「教育に関する事務の点検及び評価について」を

議題とします。 

  なお、日程３、議案第12号「教育に関する事務の点検及び評価について」につきましては、枚

方市情報公開条例第６条第６号または第７号に該当する非公開情報が含まれておりますので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第６項の規定に基づき、秘密会としたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 ご異議なしと認めます。 

  それでは、この件につきましては、秘密会といたします。 

 

＜ 秘 密 会 ＞ 

 

 

○記虎委員長 ただいまから、会議を公開いたします。 

  以上、本定例会に付議された案件は、全て議了しました。 

  これをもって、平成26年第７回枚方市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 
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