
                                    平成 29 年 7 月 19 日 

                                    第 2 回臨時会 

 1 

 

教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（平成２９年度 教育委員会 第 2回臨時会） 

開会 平成２９年７月１９日（水）         閉会 平成２９年７月１９日（火） 

午前 ９時００分                 午前１０時４４分 

  場所 西宮市教育委員会庁舎３階 大会議室 

出席委員 教育長    重松 司郎 

委 員    西川 淳 

委 員    岩本 佳菜子 

委 員    前川 豊 

委 員    側垣 一也 

欠席委員  

会議に出席

した職員 

職 氏  名 職 氏  名 

教育次長 

教育次長 

総括室長 

社会部長 

学校改革部長 

兼学校改革調整課長 

学校教育部長 

教育企画課長 

教育総務課長 

学校教育課長 

 同  係長 

 同  係長 

同  指導主事 

教育企画課係長 

山本 英男 

加藤 周司 

村尾 政義 

上田 幹 

津田 哲司 

大和 一哉 

河内 真 

薩美 征夫 

中村 みはる 

木戸 みどり 

仁木 雄二郎 

杉山 幹雄 

谷木 陽介 

西宮高校教科用図書 

選定委員会委員長 
（西宮高等学校長） 

西宮東高校教科用図書

選定委員会委員長 
（西宮東高等学校長） 

西宮養護学校（高等部）

教科用図書選定委員会

委員長 
（西宮養護学校長） 

義務教育諸学校教科用

図書選定委員会委員長 
（北夙川小校長） 

 

教育総務課係長 

 

兼村 郁雄 
 

 

奥村 政浩 
 

 

中村 惠子 

 

 

米口 征代 

 

竹村 一貴 

署名委員 

教育長 委員 



                                    平成 29 年 7 月 19 日 

                                    第 2 回臨時会 

 2 

付 議 案 件 

 

＜審議案件＞  

議案第 16 号 平成３０年度使用市立高等学校及び西宮養護学校高等部教科用図書採択の件 

（学校教育課） 

議案第 17 号 平成３０年度使用義務教育諸学校教科用図書採択の件      （学校教育課） 

 

 

 

 

傍 聴 １４名 
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重松教育長 ただ今から、平成２９年度第２回教育委員会臨時会を開催いたします。 

会議録署名委員には、岩本委員を指名します。よろしくお願いします。 

ここで、各委員に確認します。本日は傍聴希望者１４名おられます。会議は公開

が原則ですので、公開したいと思いますがよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。では、公開といたします。 

なお審議については、事件表の順にしたがって進めます。 

はじめに、議案第１６号「平成３０年度使用市立高等学校及び西宮養護学校高等

部教科用図書採択の件」を議題とします。 

学校教育課長、説明をお願いします。 

  

学校教育課長 初めに、教科書展示会について、報告させていただきます。 

６月１６日金曜日から７月１日土曜日までの法定期間１４日間、総合教育センタ

ーと北口図書館にて開催いたしました。初めの３日間は総合教育センターで、移

動日の月曜日を挟んで、次の６日間は北口図書館で、再び移動日の月曜日を挟ん

で、最後の５日間は総合教育センターで開催いたしました。 

総合教育センターでは、８日間で９６名、北口図書館では、６日間で２０１名、

１４日間で合計２９７名の来会がありました。アンケートの意見は８８件ありま

した。事務局で集約したものを、参考資料として添付しております。 

教科書につきましては、一昨年から昨年にかけて、教科書発行会社が検定中の教

科書を教員らに見せて謝礼を渡す、自社の教科書を採択した高校に無償で教材を

提供する等、不適切な事案が発覚し、大きな問題となりました。 

事務局では選定委員会や調査委員会で、具体的事例を挙げての注意喚起をはじめ、

文部科学省による通知「教科書採択における公正確保の徹底等について」を、４

月１８日付で全ての市立学校に送付するとともに、４月、５月の校長会議にて各

校での周知及び指導を依頼し、市内の全教職員に公正確保の徹底を図ってまいり

ました。 

西宮高校、西宮東高校、西宮養護学校高等部の教科書につきましては、各校で設

置された選定委員会において教科書を選定いたしました。このあと、各選定委員

会委員長より採択申請を申し上げます。 
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重松教育長 では、西宮高校選定委員会よりご説明お願いします。 

  

西宮高校教科用 

図書選定委員会

委員長 

 

選定委員会を代表して、平成３０年度に使用する教科用図書採択について申請い

たします。 

最初に、申請に至るまでの経緯について報告します。 

５月１７日の教育委員会臨時会において議決された、「平成３０年度使用西宮市

立学校教科用図書採択に関する基本方針」に基づき選定委員会を設置し、選定作

業を進めてまいりました。 

まず、選定方針を１．本校の教育課程にてらし、指導上適切なものであること。 

２．教材の分量、配分、設問等が学習に効果的であること。 

３．本校生徒の学習能力に適応したものであること。と定めました。 

この基準にのっとり、各教科を中心に専門的な見地から調査研究を進めました。 

本校における教育活動を取り巻く状況は、平成２１年度入学者から複数志願選抜

の導入、平成２５年度入学者から新学習指導要領の実施、また、平成２７年度入

学者から学区の拡大、と変化してきました。このことを踏まえ、本校生徒の特徴

を見極めながら、慎重に調査研究を進めました。 

具体的には、自主性を重んじ、教科書についても授業で使うと共に、家庭での自

学自習にも対応する観点から調査を進めています。単に「わかりやすい」「適切な」

というだけではなく、生徒が必要とする要望がコラム等で取り上げられていたり、

参考文献等で示されていたりと、教科書がより広く、深く勉強していく手段とし

て利用できるものと考えております。 

本校に入学する生徒の多くは、基礎的な学力を既に身に付けているため、主体的

で自主的な深い学びへと繋がる充実した教科書を中心に検討しました。その上で、

各教科の代表、管理職、保護者、学識者から構成する選定委員会を開催し、採択

申請する教科書を決定いたしました。その結果は、採択申請書の３から２１ペー

ジに記載しております。当校には、普通科とグローバル・サイエンス科がありま

すので、２種類の申請書を用意しております。 

まず、普通科の申請書は、４から１０ページになります。４から７ページに申請

する教科書を全て記載しております。一番右の【変更理由】の欄が空欄の教科書

は、今年度使っているものと同じ教科書を申請しています。 

【変更理由】の欄に「改訂による変更」と記載している教科書は、検定があり、

改訂版となったものです。細かな部分について改訂はありますが、内容は今年度

使用している教科書とほとんど変わりはありません。 
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【変更理由】の欄に文章表記のある教科書は、今年度使用しているものから教科

書を変更したものになります。 

変更した教科書だけを見やすく整理したものが、８から１０ページの「選定理由

報告書」となります。参考資料として、１１から１３ページに【前年度対比資料】

も添付しております。 

１３ページをご覧ください。 

右側が今年度使用している教科書、左側が来年度つまり平成３０年度に使用した

いと考えている教科書です。グレーの塗りつぶしになっているものは、前年度に

当該生徒が既に使用している教科書を、進級しても引き続き使用する予定のもの

で、今回の採択の対象外となります。 

黒の塗りつぶしに白字で記載されているものは、前年度から選定する教科書を変

更したものです。 

それ以外は、前年度と同じ教科書を選定しております。 

それでは、８ページにお戻りください。 

ナンバー１２のコミュニケーション英語Ⅰでは、本校生の学習能力に適応したレ

ベルの教材である点、題材がバラエティに富んでおり生徒の関心を引きやすい点、

スピーキング関連のアクティビティにも対応している点等から、三省堂の教科書

を選びました。 

ナンバー１６の現代文Ｂにつきましては、関連性を持たせた教材の配置、本校の

生徒に必要な「多読」の機会を支援できる点から、三省堂の教科書を選んでおり

ます。 

ナンバー２７の化学については、発展的内容が十分であり、深い理解を得ること

に適している点、図や写真が豊富で視覚的にもわかりやすい点から、啓林館の教

科書を選びました。また、化学の前に履修する「化学基礎」と「化学」の学習の

接続についても考慮いたしました。 

ナンバー３０にある、２年のコミュニケーション英語Ⅱの啓林館の教科書は、今

年度２年生が使用している教科書からは変更となりますが、今年度１年生がコミ

ュニケーション英語Ⅰ現在使用している教科書のシリーズからは継続となりま

す。学習の継続性及び、昨年度の採択でも重視したポイントにより、選定をいた

しました。 

ナンバー３１、英語表現Ⅱの啓林館の教科書も、コミュニケーション英語Ⅱと同

様に、当該の生徒にとっては１年次から継続となります。総合的な英語表現力を

身につけるのに適した教材です。 
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ナンバー３６の倫理については、それぞれの思想の歴史的・社会的背景の説明が

詳しく、図版や資料も豊富であり、深く学ぶことに適していること等から、清水

書院の教科書を選びました。 

ナンバー４２の美術Ⅱについては、基本的な技法についても詳しく紹介されてい

る点等が、受講する生徒に適していると考え、日本文教出版の教科書を選びまし

た。 

高等学校の教科書会社は、生徒のレベルに合わせて、教材の扱い方や表現の方法、

演習の程度を変えた複数の教科書を用意しています。この美術Ⅱの場合、日本文

教出版が２冊、光村図書出版が１冊発行しています。他社の教科書はありません。

その中で先ほども申し上げましたように、基本的な技法、美術の技法について詳

しい説明がある、こういったことから本校生に合った教科書として、選定をして

おります。なお、美術Ⅱは３年生の選択科目です。美術Ⅱは３つの科目があり、

それぞれ美術Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、このⅠ、Ⅱ、Ⅲは履修する順序をあらわしております。 

また教科科目は全員が必ず履修しなければいけない必履修科目とそれ以外の選択

科目に分かれており、高校の教育課程は必履修の要件を含み、生徒の興味関心や

進路希望によって、選択科目を配置して作られています。 

美術を含めた芸術の必履修科目はⅠを付したもの、つまり美術であれば美術Ⅰで

す。本校では、１年次に全員がⅠを履修し、Ⅱを３年の選択科目としております。 

資料の７ページをご覧ください。 

最後の行に英語表現Ⅱが、３年生で継続して利用する教科書として挙げられてい

ます。履修の順序は芸術と同じですが、英語表現にはⅠとⅡしかありません。こ

こで本校では、英語表現Ⅱを２年生と３年生に分割して履修することにしており

ます。 

では１０ページをご覧ください。 

ナンバー４４のコミュニケーション英語Ⅲの大修館書店の教科書は、生徒にとっ

ては３年間同じシリーズで継続となるものです。学習の継続性を重視したことに

加え、英文の内容等も選定のポイントとなりました。 

続いて、グローバル・サイエンス科の申請書及び参考資料は１４から２１ページ

となります。変更に係っております教科書については、普通科と同じですので、

記載のみで説明は割愛させていただきます。 

１７から１８ページに記載した変更箇所は、普通科の際に説明したものと同じに

なっております。 

報告は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。 
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重松教育長 ありがとうございます。 

続いて西宮東高校選定委員会による説明を、よろしくお願いします。 

  

西宮東高校教科

用図書選定委員

会委員長 

 

選定委員会を代表して、平成３０年度に使用する教科用図書採択について申請い

たします。 

最初に、申請に至るまでの経緯について報告いたします。 

５月１７日の教育委員会臨時会において議決された、「平成３０年度使用西宮市

立学校教科用図書採択に関する基本方針」に基づき選定委員会を設置し、選定作

業を進めてまいりました。 

まず、選定方針を学習指導要領の内容に従い、本校における生徒の進路、適性、

能力等を十分考慮し、教育課程実施上最適であること。 

２つ目として、各教科ごとに教科書記述内容を研究して、さらに地域社会の要望

等客観的資料を含め総合的見地から選定すること。 

３つ目として、各教科から推薦のあった教科書を、本校教科書選定委員会におい

て再検討を加えて公正を期することと定めました。 

この基準に従って、各教科を中心に専門的な見地から調査研究を進めてまいりま

した。 

学区の拡大等により、ここ数年、入学する生徒も変化しているため、注意深く調

査研究を進めました。ここ数年で入学する生徒の基礎学力は高まり、また地域社

会が本校に期待する学力も高まっております。従って、本校では、知識の伝達に

留まらず大学入試センター試験にも対応し、また生徒自身の探求活動を進めやす

い教科書、基礎的な内容を応用したり、より深い学びへと繋がる教材が充実した

教科書を中心に検討いたしました。 

その上で、各教科の代表、管理職、保護者、学識者から構成する選定委員会を開

催し、採択申請する教科書を決定いたしました。 

その結果は、採択申請書の２２から２７ページに記載しております。 

申請書の見方は、西宮高校と同様です。 

また、参考資料として、２８から３０ページに【前年度対比資料】も添付してお

ります。 

２３から２５ページには申請する教科書を全て記載しております。 

この中で、昨年度から変更となった教科書について説明をいたします。 

では、２６ページをご覧ください。 
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ナンバー３の政治・経済につきましては、資料や写真の配置、チャート図の利用

等、視覚的理解を促す工夫がなされている点、とりわけ対立する意見を示して生

徒の主体的な考察を促している点等から、第一学習社の教科書を選びました。特

にこの対立する意見を示している点は、今、期待されているアクティブラーニン

グの授業形式をより取り入れやすいとして、この教科書を選びました。 

ナンバー１６のコミュニケーション英語Ⅰでは、最新の題材を多く取り入れてい

る点、速読にも精読にも適した教材を取り上げている点等から、数研出版の教科

書を選びました。 

ナンバー１７、英語表現Ⅰでは、英文法について、詳しい説明と厳選された例文

によって理解を深めやすい等の理由により、いいずな書店の教科書を選定いたし

ました。 

ナンバー３７にある、２年の英語表現Ⅱの数研出版の教科書は、今年度２年生が

使用している教科書からは変更となりますが、今年度１年生が英語表現Ⅰで使用

している教科書からは継続となります。１年生で学んだ文法事項からの継続性を

重視したことに加えて、プレゼンテーション等の基本を学べる点も選定のポイン

トとなりました。 

ナンバー４３のコミュニケーション英語Ⅲの第一学習社の教科書も、当該の生徒

にとっては１年次から継続となります。学習の継続性及び、昨年度の採択でも重

視したポイントにより、選定いたしました。 

昨年度の採択では、入学する生徒の変化等を検討し、国語や理科、数学でも多く

の教科書を変更いたしました。現在のところ、変更した教科書は学習においてス

ムーズに進んでおりますので、これらの教科については、今回は前年と同じ教科

書を申請しております。 

報告は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

では、続いて西宮養護学校選定委員会より説明、よろしくお願いします。 

  

西宮養護学校（高

等部）教科用図書

選定委員会委員

長 

 

選定委員会を代表して、平成３０年度に使用する教科用図書採択について申請し

ます。 

なお、議案第１６号では、高等部の教科書についての採択申請をいたします。小

学部・中学部の教科書については、議案第１７号で審議していただくことになっ

ております。 
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最初に、申請に至るまでの経緯について報告いたします。 

５月１７日の臨時教育委員会会議において議決された、「平成３０年度使用西宮

市立学校教科用図書採択に関する基本方針」に基づき選定委員会を設置し、選定

作業を進めてまいりました。 

まず、選定方針を１、西宮市教育委員会の採択に関する基本方針に従い、最も適

切な教科書を選ぶ。 

２、小・中・高の一貫性や教材の系統性を十分に考慮して適切なものを選ぶ。 

３、各教科の主たる教材として、目標達成に最も適したものを選ぶと定めました。 

この基準にのっとって、各教科の教科書について、専門的な見地から調査研究を

進めました。 

特別支援学校の場合、特に、個々の生徒によって障害の状況も様々ですので、一

人一人の生徒について確認しながら、調査研究を進めました。 

本校の児童・生徒の実態は、重度化、重複化、多様化の状況にありますが、高等

部入学生に特化して言えば、特に外部からの進学者に関しては、肢体不自由のみ

の単一障害の生徒が受験する可能性も想定しながら、知的課題のレベルも考慮し

ながら選定いたしました。 

その上で、各教科、各学年の代表、管理職、保護者、学識者から構成する選定委

員会を開催し、採択申請する教科書を決定いたしました。 

その結果は、採択申請書の３１から３３ページに記載しています。 

３２ページをご覧ください。今回申請している教科書について、高等部１年の音

楽Ⅰと保健体育の教科書は、前年度と同じ教科書となります。 

また、昨年度は申請していなかった教科書として、英語会話と英語表現Ⅰの教科

書を挙げています。 

今後単一の障害の生徒が入学しました折に、対応するため、また重度重複の生徒

にはリズム、押韻、コミュニケーションに視点を当てて、幅広く用いることがで

きるよう選定いたしました。 

英語会話の三省堂の教科書は、会話表現を中心に展開されている教科書です。イ

ラストや写真を多く用いて、視覚情報を多用し、内容を理解しやすいように工夫

されている点等から選びました。 

英語表現Ⅰの三省堂の教科書は、実用的な例文や発信型の英語表現が多く取り入

れられ、生徒の実態に応じて活用しやすい点等から選びました。 

３３ページをご覧ください。３３ページには、各教科の主たる教材として、検定

教科書以外の図書を選定したものについて記載しています。「一般図書」と呼ばれ
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るものです。参考資料として、３４から３６ページに、今回選定した一般図書が

どのような本であるかについて記載しております。 

一般図書に関しては、個別のニーズに対応し、個別の課題、達成のために用いる

ことが多く、例えば、国語であれば古文の詩歌から俳句、現代詩までを掲載され

ているものを選んでおりますが、これは、単一障害の生徒に対しては意味理解か

ら鑑賞、重度重複の生徒に対しては、そのリズムや音調から主体的なプレスピー

チを狙いとして選んでおります。一般図書についての具体例を挙げさせていただ

きました。 

報告は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑討論に入ります。 

本件にご意見、ご質問はありませんか。 

  

前川委員 昨日の夕刊にニュースが出ておりましたが、これまで教科書で子供達に、生き方

や命など、色々と伝えていただいた日野原重明先生がお亡くなりになられました

ので、まずご冥福をお祈りしたいと思います。西宮の小学校の６年生の国語、そ

れから高等学校では国語表現ですね、この中にも色々と日野原先生のメッセージ

は寄せられています。私も読んだことがございます。 

まず西宮高校について、意見も混ぜながら、少しお尋ねします。 

１番の資料１６番、国語現代文のＢですが、申請理由の中に評論についての記述

が余りありませんでした。三省堂の現代文のＢについては、これまで色々な高校

が申請する時に、評論文が充実しているということを聞いておりました。今回、

見ましたら、先ほど委員長が言われた多読に耐え得る立派な教科書になっていま

す。筆者についても内田樹先生、小林秀雄先生、丸山真男先生と堂々たる方々が

名を連ねておりますし、ジャンルも詩歌や生命、メディア、グローバリズムと多

彩です。筆者の生い立ちとか、兵庫にゆかりがあるとか、そういったことも踏ま

えて、指導していただけたら、このようなすばらしい教科書はないと感じました。

評論について、余り述べられていないことについては、何かお考えがあるかお聞

かせください。 

  

西宮高校教科用

図書選定委員会

委員長 

 

現代文Ｂは全員が履修する科目になります。しかもセンター試験等含め、非常に

重要な科目の一つです。その関係で、できるだけ多くの資料に触れることができ

る、その意味でもちろん評論も取り上げておりますが、それ以外にも文学作品や、
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エッセイそういったものが幅広く取り上げられているということで、この教科書

を選んでおります。 

生徒にとって、たくさんのそして色々な種類の文章に触れることが、国語力をつ

ける上で、非常に重要だと考えておりますので、このような形で選定をしており

ます。 

  

前川委員 非常に多彩であるということは、私も感じました。今は、グローバル化社会とか、

グローバリズムとかいう言葉をあちこちで見聞きしますが、これらについては、

どうしても異文化理解や英語教育といったものを柱として受け取りがちです。し

かし、多様な価値をしっかりと理解し、そして新しい価値を創造するために、高

校生時代に論理的な思考にしっかりと向き合う、学ぶ力をつける。これがなけれ

ばグローバリズムの中で新しい価値を創造する力が備わらない気がします。ぜひ

評論について、しっかり指導していただけたらと思います。 

以上です。 

  

重松教育長 ありがとうございました。他にありませんか。 

なければ採決に入りたいと思います。 

議案第１６号「平成３０年度使用市立高等学校及び西宮養護学校高等部教科用図

書採択の件」については、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって本件は可決されました。 

続きまして、議案第１７号「平成３０年度使用義務教育諸学校教科用図書採択の

件」を議題といたします。 

本議案につきましては、今年度が初めての採択になる小学校「特別の教科 道徳」

の教科用図書採択について審議を行い、採択する教科書を議決し、それに続いて

それ以外の教科用図書の採択について、一括審議をしたいと思いますがよろしい

でしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 では、選定委員会の報告をお願いします。 



                                    平成 29 年 7 月 19 日 

                                    第 2 回臨時会 

 12 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

はじめに、本調査に対する経過報告をさせていただきます。 

５月１７日の教育委員会臨時会において、「平成３０年度使用西宮市立学校教科

用図書の採択に関する基本方針」を決定いただいたあと、５月２４日に第１回選

定委員会を開催いたしました。 

その中で、「平成３０年度使用義務教育諸学校教科用図書選定委員会報告方針」を

決定いたしました。本年度は、小学校の「特別の教科 道徳」、特別支援学級用の

一般図書と特別支援学校の小学部・中学部の一般図書について調査員会を設置し、

調査研究を行うことを確認いたしました。 

調査員につきましては、「義務教育諸学校教科用図書選定委員会運営要領」に従

い、小学校の「特別の教科 道徳」の調査員は５名、特別支援学級用の一般図書

の調査員は５名、西宮養護学校小学部・中学部の調査員は小学部・中学部各８名

で構成いたしました。 

なお、小学校の「特別の教科 道徳」及び特別支援学級用一般図書の調査員のう

ちメンバーの中の教頭は、学校教育課長が推薦、主幹教諭、教諭は各学校から校

長が推薦し、選定委員会から委嘱いたしました。 

西宮養護学校小学部・中学部の調査員は、西宮養護学校長が推薦し、選定委員会

から委嘱いたしました。 

５月３０日に、第１回調査員会を開催し、採択方針と調査研究についての説明、

教科書採択に係る公正確保等について確認し、調査研究を始めました。 

その後、調査員による調査研究を行い、７月４日に、第２回選定委員会を開催し

ました。各調査員代表から調査結果の報告及び聴取を行い、報告書の加筆修正等

を行い、本日の報告書を作成いたしました。 

なお、公正確保につきまして、調査研究が静謐な環境の中で、公正公平な立場で

行われたことを、合わせてご報告いたします。 

  

重松教育長 ありがとうございました。 

それでは続いて「特別の教科 道徳」についてお願いします。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

報告書の１ページをご覧ください。 

小学校「特別の教科 道徳」の調査研究に当り、１ページに記載しております 

１２の観点を設け、各教科書についてこの観点項目に沿って分析を行いました。 

報告結果が３、４ページとなります。報告を開いていただきますと、少し大き目
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の文字でなおかつ下線表記となっている部分が何カ所か見られると思います。特

徴を比較しやすくするため、報告書の２ページに書かれている６項目に沿った説

明が、太字・下線部分になっております。今から、その部分を中心に、それぞれ

の教科書の特徴・違いについて報告いたします。 

まず、観点②教材の適切さです。教科書の構成として、別冊の有無及びその特徴

について確認しています。学校図書、日本文教出版、廣済堂あかつき以外の５社

の教科書については、分冊はなく１冊の教科書で構成されています。発問や授業

展開を自由に構成しやすいですが、別途ワークシートやノート等を準備する必要

があります。 

学校図書は、「読みもの」と「活動」の２冊で構成されています。「活動」冊子は

ノートではなく、発問や様々な学習活動が提示されているため、それらを参考に

しながら、授業展開を自由に構成することも配慮してありますが、この２冊の教

科書に加えてワークシートやノート等が必要と考えられます。 

日本文教出版は、本冊の教科書に加えて別冊「道徳ノート」があります。別冊「道

徳ノート」は、本冊の中にある発問について、それに対する考えを記入するノー

トとして位置付けられており、ワークシート等を作成しなくても授業を実施しや

すいですが、教師が発問や授業展開を自由に構成しにくいとも言えます。 

廣済堂あかつきも、別冊「道徳ノート」がありますが、各内容項目における道徳

的諸価値についての汎用的な問いと、あとフリーノート欄で構成されており、教

科書の発問例とは違う発問をしたり、同じテーマについて別の副教材を使用した

りする場合も配慮されています。 

次に観点⑤個々の考えを深めるための工夫についてです。下線部分と観点②の記

載部分も重ねてご報告します。 

児童に深く考えさせるに当っての各教科書の特徴・違いを記載しています。深く

考える道徳が、どの程度反映されているかということです。 

学校図書は、「読みもの」冊子に発問を載せず、主体的に課題を発見する読みを促

しています。学研でも、本文の前に主題の問いを記載せず、自ら課題を見つける

「気づき」を重視しています。 

光文書院は、導入の発問や本文途中での問いを多数提示することで、児童の考え

や議論が深まることを意図しています。 

教育出版は、多くの発問が提示され、また、発問に対する考えの例も示されてお

り、児童に考えを持たせやすくしています。日本文教出版も、導入に問いかけや

話の概略等が提示され、児童が考えやすいよう配慮すると共に、別冊「道徳ノー
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ト」に友達の考えを書く欄を設けていることが特徴です。 

光村図書は、本文の後に学びの目当てが明確に書かれており、見通しを持ちやす

くしています。 

東京書籍も教材で扱う内容項目を児童にわかりやすい言葉で示すことで見通しを

持ちやすくしています。見通しというのは学習の見通しです。 

廣済堂あかつきは、悩みや葛藤を扱った教材、結論が書かれていない教材等が多

く、読み物教材により児童の心を揺さぶり、深い道徳的思考へ導くことを重視し

ています。 

言語活動、問題解決的な学習、体験的な学習については、多様な学習にあたる部

分です。各教科書ともに工夫を凝らしていますが、学研、学校図書、教育出版の

教科書が特に、このような活動が充実した内容となっています。 

次に先程の多様な学習方法について、観点⑥下線部分に各教科書の特徴を記載し

ております。 

次は観点⑦です。家庭との連携について、各教科書の特徴を記載しています。 

そして観点⑪です。ここは、西宮の子供の顕著な課題への対応ということで、教

育委員会会議での教育長のお話を踏まえ、調査委員会において「積極的に他者と

かかわる力」を、観点として設定いたしました。この観点から見た各教科書の特

徴を記載しています。 

それから、観点⑫では、その他特記事項として「いじめ問題」「情報モラル」「安

全・防災」等の「現代的な課題への対応」を観点として設定しました。特に、道

徳の教科化のきっかけの一つとなった「いじめ問題」については、各教科書の特

徴を下線部分に記載しています。直接的教材と間接的教材を組み合わせたユニッ

ト教材で取り上げる教科書、直接的教材は極力少なくする方針の教科書等の特徴

があります。 

実際に教材で取り上げている内容についてのデータは、兵庫県教育委員会の調査

研究資料や各教科書の編集趣意書にありますので、そちらも参考にしてください。 

報告は以上でございます。 

  

重松教育長 「特別の教科 道徳」について、この教育委員会会議で最終的に採択しますが、

その前に質問・意見がございましたらお願いします。 

  

側垣委員 この質問は、調査員会に対しての質問ですか。 
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重松教育長 そうですね。 

  

側垣委員 調査員会の中で、この８社の教科書には、タイプとしてその巻頭に学習の目当て

が掲載されている教科書と、明確に掲載されておらず子供達にどのような方向で

考えたらいいのかを指導するものの２種類がありますが、その点についてどのよ

うな意見があったのでしょうか。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

教師の年齢層や経験値が、現場でばらつきがありますので、最初に明確に何かあ

った方が「ねらい」を持ってやりやすいという声もありました。一方、同じ資料

でも違う内容項目で使用する可能性もあるという意見もあります。ある程度授業

ができる経験値を持った教師からすると、最初に子供に提示されてしまうと、そ

れに縛られてしまうので、提示されない方が学習展開は組みやすいという意見も

あり、一長一短という感じでした。 

  

側垣委員 どの教科書にもそういった一長一短があるということですか。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

そうですね。 

  

側垣委員 例えば、子供達に今求められる姿というか、自分自身で考える力を伸ばす、考え

たことを自分でやってみたいという積極的な力、そういった多様な内容を学べる

ことが必要で、今回の採択のポイントもそういったところではないかと思ってい

ます。もう一つこれは感じたことですが、１年生と６年生では理解力は全然違い

ますよね、それだけ成長しているわけですから。これを全部読むと、多少は長短

があっても量的に同じようなボリュームというか、項目がたくさんあって、これ

だけのものが１年生に必要なのかという疑問と、それを指導する先生方の努力だ

けに任せていいのかなという感想を持ちました。そういった議論はあったのでし

ょうか。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

文部科学省から、この教科書をどの位使うかという線が出ていません。国語や算

数などでは、検定教科書で年間の学習計画を考えますが、道徳の場合は、この教

科書を「主たる教材」として使うが、３５時間これだけで学習しないといけない

のか、他の地域教材などをどれぐらい使っていいのか、３５時間中の何時間まで
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を検定教科書を使えばいいのかとか、そういったものがありません。そのために、

学校の中で子供達を見て、どの資料を使って授業を進めていくかは学校の裁量に

任される部分があって、その部分で非常に難しいといった現場の声はありました。

あとは、１教材の量的な部分についてでしょうか、量というのは。 

  

側垣委員 そうですね。１年生から６年生までそれに応じた量を選ぶのかということです。

すごく難しいのではないかと思います。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

そうですね。各社とも、大体、１資料を１時間という設定で作っています。その

１資料をどう展開するかが、一番ポイントになってくると思います。資料の長さ

や量、発達段階に応じた内容や資料の量は必要かと思いますが、それを使って１

時間どのような学習展開をするかが、一番重要な部分になると思います。 

  

側垣委員 現場の先生方の負担はかなり大変なものになる、他の授業もそうだと思いますが。

どの項目を選ぶのか、授業の中では最初から順番にやっていくと思いますが、ど

こを重点的にやるかは、それぞれの学校の判断によって差がつくのではないかと

思います。 

  

重松教育長 基本的には、道徳の授業では必要な項目があって、それは絶対にやらないといけ

ません。 

  

側垣委員 そうですね。 

  

重松教育長 それが個人に関するもの、個人と社会に関するもの、友達や人間関係、自然環境

それにいじめが入っています。基本的な項目はやらなければなりませんが、それ

をどのようにやるかは、それぞれの学校の裁量に分かれます。 

他はどうでしょうか。 

  

前川委員 西宮の教育がこれまで踏まえてきたものは、顕著な課題への対応とは少し違うと

思います。例えば、西宮の玄関口である駅前広場に、震災後シンボルとして据え

られたのは、平和・非核都市宣言西宮のモニュメントです。西宮に来られた方は、

西宮が震災後に何をモニュメントとして、そこに据えたのかは踏まえるべきとこ

ろです。教育大綱、環境学習都市宣言、児童の行動憲章、これらを踏まえる。ま
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た、前回の学習指導要領の改訂時にＥＳＤ教育が論議され、その重要性が指摘さ

れています。中学校の社会では、持続可能な社会の創造ということが言葉として

出ており、今回も引き継がれている。そういった西宮の教育、西宮市の理念から

の分析が成されたのかが１点。 

それからもう一つ、情報モラルについてです。情報モラルは、子供達が健全な成

長をする上では、喫緊の課題になっていると思いますが、１年生でスマホを扱っ

ている出版社が２社あり、６年生ではチェーンメールも扱っています。子供達の

実態は、学校や市によっても違うと思います。それを踏まえて、題材として教科

書に載っているわけですが、西宮市では１年生でこの情報モラルの教材を取り上

げるべきか、あるいは６年生ではこれが必要だという、情報モラルについての意

見がなかったかどうか。以上の２点、お願いします。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

１点目の西宮の教育理念からの分析があったかどうかですが、多くの学校で課題

とされるコミュニケーション能力、他者と共に生きる力、また、市で大切にされ

ている「いつか帰ってきたい西宮」という理念、教育大綱など、西宮市の理念、

西宮教育の理念などを踏まえてというのが前提です。その中でも今一番に、子供

達と向かい合っていかなければならない課題が、まずは「他者と関わる力」では

ないかと判断したと捉えていただければと考えています。もちろん、これのみを

特化して挙げたのではなく、今市内の多くの学校現場であげられている子供達の

課題、今の西宮の教育の流れ、過去の歴史、それらを踏まえた上で、今の子供達

に必要なのはこれだという視点で考えております。 

それから、情報モラルの件です。道徳の中で、情報モラルを取り上げることも必

要だと思っています。ただ、学校教育の中では、それを情報教育の中で取り上げ

る場合もあります。学級指導や人権学習で、いじめや人権が阻害されるような事

件、出来事を通して考えたり、新聞の記事を見ながら学習したりと、道徳の授業

だけではなく、いろいろな角度から情報モラルについて、学年の発達段階に応じ

て学習しております。その上で、道徳の時間に１時間しっかりと、その核となる

学びを入れるという観点で取り組むことが大切だと考えます。 

以上です。 

  

重松教育長 他に何かありませんか。 

  

岩本委員 選定委員には保護者代表もいらっしゃると思いますが、保護者の方からのご意見
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はありましたか。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

保護者の方からは、道徳の評価はどうなるのでしょうというご質問がありました。

そして、家庭と一緒になってやる道徳教育は大切ですねという意見がありました。 

兵庫県の「心シリーズ」という副読本を家に持ち帰って、お家の人と一緒に読み

ましょう、感想を聞いてきましょう、という取り組みがあるので、保護者も学ん

でいく必要がありますねというご意見でした。やはり、道徳の教科化においては

評価がイメージできないというのが、一番大きなご意見だったように思います。 

  

重松教育長 他に、ありませんか。 

  

西川委員 調査員会の中で西宮の教育大綱について、考慮はされましたか。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

調査員会の中ででしょうか。 

  

西川委員 はい。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

調査員会の中で、教育大綱を取り上げての調査はしておりません。ただ、もっと

早い段階の昨年度から、学校現場に教育大綱は配布されていますので、当然、調

査員はそれを踏まえた上で、調査研究を進めております。 

  

重松教育長 あくまでも教育大綱は基本的なことなので、直接は取り上げていないです。 

他にはありませんか。 

それでは、それぞれの委員がどの教科書を選ぶかについての意見を頂きたいと思

います。本来ならば一社に絞る形がよいのですが、初めての教科化ということで、

判断が難しい面もありますので、各委員から二社挙げていただき、このような理

由でこの教科書を推薦するという形をとりたいと思います。 

私を含め５人ですので、過半数つまり５分の３以上ない場合は、もう一度やり直

しをするという形になりますが、５分の３を超えた場合は、そこで決定という形

にしたいと思います。また、同数の場合は、決戦投票という形をとりたいと思い

ます。以上の方法でよろしいでしょうか。 
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 （異議なし） 

  

重松教育長 それでは、「特別の教科 道徳」につきましての教科書の採択を行います。 

まず、側垣委員からお願いします。 

  

側垣委員 最初にお断りしておきますが、私は７月に就任したばかりなので、非常に直感的

な意見になるかと思います。まず、教科書を読み、分冊のあるものとないものの

２つの種類がありました。 

その中で私の今までの経験、仕事の立場から子供の権利擁護といった視点で、子

供達が考える機会があるかどうかに重点を置いて内容を見せていただきました。

まず分冊のある方の教科書としては「学校図書」です。この教科書の中身が充実

している感じを受けました。 

それと子供の権利あるいは人権の記述があったのが「教育出版」と「光村図書」

でした。人権宣言について触れている部分があるのが「教育出版」で、子供の権

利条約について触れているのが「光村図書」。他の出版社は、詳しい部分が載って

いませんでした。私は子供達がそういったことを学ぶ機会が必要だと、かねてか

ら思っておりますので、そういう総合的な内容からいうと「光村図書」が充実し

ているのではないかと考えました。 

それぞれの教科書一長一短があると感じましたが、２つを選ぶとすれば「学校図

書」と「光村図書」を推したいと思います。 

  

重松教育長 ありがとうございました。 

次、前川委員よろしくお願いします。 

  

前川委員 西宮スタンダード、あるいは兵庫のふるさとスタンダード、こういったところを

観点にしました。というのは、出版社の方に本当に敬意を表しますが、すばらし

い教科書ができ上がったと思っています。その中で西宮、兵庫というと、阪神淡

路大震災、それと姫路城などの文化財、それから先ほど日野原先生の話をしまし

たが、三木露風。このお二方は兵庫にとって大事な方で、三木露風は、「私が、私

の人生をして、思索たらしめたのは、ふるさとの山河である」という言葉を龍野

に残されています。日野原先生も「自分が今あるのは、神戸のまちで生まれ育っ

た。それが今の自分をつくっている。」という言葉を残されています。せっかく道

徳で学習するのですから、教材では挙がっていませんが、西宮では大リーガーの
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田口壮、彼は中学生にメッセージを送ってくれました。大リーグで物すごく苦し

んでいるときに、「こけても砂を小石をつかんで、立ち上がれば、こんなもうけた

ことはない」と、あえて苦境に挑戦した田口壮が中学生に送ったメッセージは、

その後、中学校の校長先生方から小学校にも渡りました。 

あるいは、車いすマラソンのチャンピオンである畑中和、彼女も西宮出身です。

畑中和は色々な学校で、自分の歩んだ道であるとか、障がい者スポーツについて

話をしています。オリパラ教育は、これからもどんどん進んでいくと思います。

オリンピックについての扱いは多いですが、パラリンピックは、成り立ちも違い

ますし、子供達がこれから勉強していく絶好の素材であると考えています。 

そういったことを考えた時に、阪神淡路大震災を大切に扱ってくれている、まる

で兵庫のためのような教科書がありました。東日本大震災が起これば、そこに飛

びつくのではなく、阪神淡路大震災を踏まえた教育が展開できているから、時間

や空間、立場・関係を越えて東日本大震災のことが考えられる。私は、そういう

子供達に育ってほしい。そして、阪神淡路大震災を乗り越えた、県の防災教育副

読本との関連を深めていきたい。あとは、生き方に学ぶということが、どこも深

く心にしみ入りました。日本の伝統といった部分で小泉八雲が取り上げられ、「ラ

ッシュアワーの惨劇」が教材になっているのかと驚きました。それからすばらし

い作品としては、「１４匹のシリーズ」、ここでは日本の伝統、日本の行事を大切

にしている。そういったことを考えると、なかなか甲乙つけられませんでした。 

そこで、最後に判断の根拠とした一つは、１年生の全ての教科書が扱っている「か

ぼちゃのつる」です。「かぼちゃのつる」をざっと並べて読んで、挿し絵から全部

比べると、教材の違いがみえます。会話文だけで成り立っているところ。それか

ら、「いじわるそうに答えました」と、会話プラス意地悪だとかぼちゃのことを言

ってしまう教科書。農家の方からかぼちゃの育て方を教えていただきました。か

ぼちゃは、つるが伸びたいように育てる。どうしてかと言うと、かぼちゃは四方

八方につるを伸ばして、その中に一本だけ実が付くつるがある。けれど、かぼち

ゃのつるは硬いので、スイカの邪魔をしないようにつるを曲げたりすると折れた

り腐ったりする。かぼちゃのつるは周りを邪魔するのではなく、そういう植物な

のだと。だから、かぼちゃを植えるときには、広々としたところで他の邪魔にな

らんようなところで植えたらいいと。 

１４匹シリーズを載せている出版社もありましたが、１４匹シリーズの中に「１

４匹のかぼちゃ」という絵本があります。最初に、かぼちゃは他の作物の邪魔を

するからだめだと言っておいて、その後、かぼちゃがのびのび育つ生命力を称え
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る。こういうところについて、自分の中で整理がつきませんでした。 

長くなりましたが、ざっと全体を見たときに、一つは「光村図書」です。「光村図

書」は非常に物語の読み応えがありますが、西宮は以前から道徳における物語文

の取り扱いが永遠のテーマで、これまでから研究を積んできました。道徳と国語

の読み取りはどう違うのかと。このことにもう一度、挑む絶好のチャンスだと思

いました。ハードルは高いかもしれませんが。 

それからもう一つは、「学研」です。「学研」は、考え議論する道徳という部分に

非常にマッチすると思いました。 

どれもすばらしい道徳の教科書ですが、丁寧過ぎます。子供達に考えろと言って

いるのに、先生の発問を教科書に載せるのは違うと思います。先生自身が考えな

ければならない。子供に考えさせる前に先生が考えて、そして先生が子供達と一

緒に考えて、道徳を学んでほしい。その点で、「学研」は非常に教師の裁量に任さ

れている。これも責任は大きいですが、この挑むという西宮の教育のあり方を踏

まえて推薦したいと思います。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

岩本委員、お願いします。 

  

岩本委員 どの会社の教科書も大変興味深く何度も読ませていただいて、どれを選ぼうかと

ても悩みましたが、まず一つ目に選ばせていただきたいのは「光村図書」です。

私には子供がおりますので、子供が読んだらどうかというところを重点的に見ま

した。長い話もあれば、漫画や少し短いものもあったりと、子供がこの本を読ん

だら楽しいだろうと思い、道徳に親しめるのではないかと思いました。また、１

年生であれば茶道、３年生ならマリーゴールドの栽培等、他の教科と関連性を持

ちながら道徳と親しめるところが、とてもいいのではないかと思いました。その

中で、６年生の杉原千畝さんのお話の後にブータンのお話が載っていました。杉

原千畝さんの行動によって、その国の方が阪神淡路大震災のときに助けてくれた

という、助けてもらった側の話と、その後、ブータンで地震が起きたときに日本

が助けたという話があって、このような内容を続けて学習すると、とても効果的

な授業になるのではないかと感心しました。あとは、命のことをたくさん取り上

げ、側垣委員もおっしゃっていたように、世界人権宣言、子供の権利条約などを

５、６年生で取り上げている。１年生から６年生の間で、段階的に難しくなって

いき、深く学べるところがとても興味深く思いました。 
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もう１社は、「学校図書」の本を推薦したいと思います。副読本がある会社が３つ

ありましたが、副読本で子供が書く部分が多いと、１、２年生は、道徳に対して

少し拒否感を持つのではないかと思いました。「学校図書」の副読本は、書く欄が

少な目で、他の会社と比べて、取り上げている題材が、満遍なく多岐に渡ってお

り、また、阪神淡路大震災のところを取り上げているところにも興味を引かれま

したので、「学校図書」を推薦させていただきたいと思います。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

では、西川委員お願いします。 

  

西川委員 私は、「光村図書」を第１に挙げます。今、３人の委員の方が「光村図書」とおっ

しゃいましたが、私は少し違う理由で取り上げます。 

初めは版も字も小さいし、ページ数も結構あるので、教えるのがしんどいのでは

ないかと思いました。ところが中身を見て変わりました。マザーテレサと杉原千

畝は大抵の教科書で取り上げていますが、この二人をどちらも６年生で取り上げ

ています。それから、私がいいなと思ったのは、エルトゥールル号のお話が出て

いることです。トルコのエルトゥールル号が日本の海で沈み、その乗組員を日本

人が助けたことで、トルコとの友好が始まったあの事件です。この話はすごくい

い話なので、これが載っているのは、非常に大きなプラスポイントになりました。

それともう一つ、５年生の教科書で、「誰もが幸せになる社会を」という項目があ

り、そこでハンセン病のことを取り上げています。ハンセン病に関しては、日本

のナイチンゲールということで井深八重さんが、「学校図書」でも取り上げられて

いますが、これも５年生です。ただ、「学校図書」の場合は、井深八重さんという

人物を取り上げる一つの題材としてハンセン病を取り上げていますが、「光村図

書」は、ハンセン病を直接取り上げています。患者さんの手が曲がったりしてい

る後遺症がそのまま載っています。５年生にとっては、少し刺激の強い写真では

あると思いますが、現実としてこういったことも教えておくべきではないかと思

います。これは日本の差別問題として非常に大事な問題です。例えば、小学校で

ハンセン病は体が溶ける病気だといった間違ったことを教えて問題になったり、

熊本県のホテルでハンセン病の元患者さんの宿泊を拒否して問題になったりとい

うことがありました。これは非常に長い歴史を持っている日本の差別問題です。

こういったことは、きちんと載せた方がいいと思います。これを取り上げている

のは「光村図書」だけなので、私はこの２つのポイントで、「光村図書」が第１だ
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と思っています。 

私の教科書採択の観点は何かというと、世界との関わりの中の道徳をどう捉える

かというのが一つ。そして、外形的なことを気にしました。教科書のつくり、版

の大きさとか小ささとか。それで最初、版が小さいので「光村図書」はどうかと

思ったのですが、色々調べて見せていただくと、版が小さい教科書は他にもあり

ました。あとは表紙です。表紙に道徳という部分が主題で、「輝く未来」とか「生

きる力」という副題があります。二社は主題の道徳の文字よりも、副題の文字の

方が大きいです。私はこういったことは好みません。やはり道徳を大きく出して、

副題は小さく出すスタンダードなやり方がいいと思います。それから、分冊につ

いてもあまり評価はしていないです。やはり教科書は１冊で、自分で考えさせる

ようにしないといけません。どうしても、評価がしづらい教科ですので、先生方

は大変な負担になると思います。分冊に書かせて、それを見るのも大変です。そ

れから、ないと思いますが、この分冊を使って自習をさせるようなことがあると

困るので、分冊は評価しません。 

そういった理由で、もう一社は「光文書院」になります。これは、非常に絵が優

しいということが一つ。もう一つは、どんな人物を捉えているかということに注

目して見ると、６年生でノーベル平和賞もらった少女を捉えています。先程言い

ましたが、社会や世界との関わりの中で戦争をなくすにはどうすればいいかとい

うことを取り上げています。どの教科書も甲乙つけ難いので、何かポイントがあ

ればそれに決めてしまうことがあるのですが、「光文書院」はそれがありました。

以上のことから、「光村図書」と「光文書院」を私は推薦します。 

  

重松教育長 ありがとうございました。 

私は、子供達がこの教材を使って学習した後、実際に道徳的なことが実践できる

かを一番の課題に考えました。そして、教師の教える力が最近弱くなってきてい

るかもしれないという意味では、副教材が付いたことで、一定の方向で教えられ

るという効果は期待できます。逆に副教材にひっぱられてしまう危険性も同時に

あるため、課題もあると思いました。そういう意味では、子供達が考えて自分た

ちでやると同時に、教師にとっても一定の方向で授業ができるということを考え

ると、「学校図書」がいいと思います。 

もう一つは、教材の中身が、読み物ばかりなのか、学校生活の事例がたくさんあ

ってそれを使うのか、両方がミックスされているものもあります。発達段階に応

じて、考えて作られていると思いますが、どちらに主流が置かれているのか。読
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み物を使って、それを実際の自分達の学校生活の中で実践、生かすということ。

そのような考え方が大切ではないかと思いましたので、「東京書籍」か「光村図書」

のどちらかという感じでしたが、最終的には、「光村図書」にしたいと思います。 

以上で私の説明は終わらせていただきます。 

各委員の意見をまとめますと、側垣委員が「学校図書」と「光村図書」。前川委員

が「学研」と「光村図書」。岩本委員が「学校図書」と「光村図書」。西川委員が

「光文書院」と「光村図書」。私が「学校図書」と「光村図書」ですので、「光村

図書」を全委員が推薦しています。従いまして、「光村図書」を採択するというこ

とでよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしということで、「特別の教科 道徳」の教科書は「光村図書」を採択いた

します。 

  

側垣委員 蛇足ですが、「光村図書」で感心したのは、読み物は編集員会が作っていらっしゃ

る項目が多いのですね。ただ、作家の文章を持ってくるだけではなく。そういう

意味で非常に工夫されているなということは、最後につけ加えたいと思います。 

  

重松教育長 それでは、これで「特別の教科 道徳」の審議は終わります。 

次に、それ以外の今年度採択替えのない小学校の教科書、中学校の教科書、それ

から小中学校の知的障害者用教科書、視覚障害者用教科書、聴覚障害者用教科書

について、審議いたします。 

選定理由の説明をよろしくお願いします。 

  

義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

まず、報告書５ページ、６ページをご覧ください。 

「特別の教科 道徳」以外の小学校教科用図書及び中学校教科用図書は、「義務教

育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の定めるところにより、前年度

採択した教科用図書を採択していただく、いわゆる「採択替えがない」ことにな

ります。各教科の採択教科書の一覧を５、６ページに記載しております。 

特別支援学校・特別支援学級の児童・生徒の教科書については、検定教科書、下

学年の教科書を含みます。文部科学省による著作本、いわゆる星印本の採用をま

ず検討し、これらの使用が難しい場合に、検定教科書等に代わる教科の主たる教
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材として、絵本等の一般図書を採用してもよいこととなっています。ここからは、

この一般図書に関する報告となります。 

まず、「特別支援学級用一般図書の調査報告」を、報告書の７から１４ページに記

載しております。 

本市では、平成２３年度より、文部科学省及び兵庫県教育委員会が示す一般図書

のリストをもとに、西宮市版のリストを作成し、教育委員会に採択していただい

ています。 

本年度の調査研究では、昨年度作成したリストをもとに、来年度発行予定がない

等の理由で文部科学省の一覧から削除された３冊をこの西宮の一覧から外すと共

に、特別支援学級に在籍する個々の子供を想定し、教科、学年、障害種別におけ

る適正を判断して、新たに７冊を追加し、合計１９４冊の図書を掲載しました。 

この１９４冊のうち、７ページから１１ページには、文部科学省発行の「一般図

書一覧」に掲載されている図書１６４冊を掲載しています。文部科学省発行の「一

般図書一覧」には、３２８冊の図書が掲載されていますが、その３２８冊のうち、

１６４冊を西宮版のリストでは採用していることになります。 

それから報告書の１２ページに掲載されている３０冊は、文部科学省発行の「一

般図書一覧」には掲載されていないけれど、調査研究を基に、西宮市版のリスト

に掲載しているものです。 

それから１３ページをご覧ください。 

こちらに、昨年度のリストから削除した図書と追加した図書をまとめております。 

ページの上側の表に削除する３冊を記載しております。 

その下の表に記載している、リストに新たに追加する７冊の図書について説明い

たします。 

表のナンバー３８です。「こえでおぼえるあいうえおのほん」、それからナンバー

３９の「こえでおぼえる１２２３かずのほん」、ナンバー４０「とけいがよめるよ

うになる！！とけいくん」、ナンバー１３５「ドン！ドコ！ドン！たいこ」の４冊

については、いずれも音声が出る教材です。ボタンを選択して押すことにより音

声が出ることから、興味関心を持って楽しみながら学習を進めやすく、また、わ

かりやすくなっています。特別支援学級には、このような音声が出る教材が適し

ている児童・生徒が多く、昨年度のリストから更に充実させる必要があると考え、

リストに追加する図書として挙げました。 

ナンバー７５、７６の「ドラえもんちずずかん１ にっぽんちず」「ドラえもんち

ずずかん２ せかいちず」は、絶版のため昨年度にリストから削除した図書の後
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継として新たに発行された図書になります。西宮版のリストには、他にも日本地

図、世界地図を扱った図書がありますが、図書の内容のレベルが異なっており、

やはりナンバー７５、７６の２冊をリストに追加する必要があると考えました。 

小学校の道徳が「特別の教科 道徳」として教科化されたことに伴い、一般図書

のリストにおいても、「特別の教科 道徳」の教科用図書として使用することがで

きる図書を提示する必要があります。ナンバー１１の「おべんとう 友達大好き

（おべんとうなあに？）」は、友達に対する思いやりや集団生活の楽しさが書かれ

ており、道徳の教材としても使えるものです。道徳の教科用図書として使用でき

る一般図書を充実させるため、リストに追加する図書として挙げました。 

次に、報告書１４ページをご覧ください。 

これまで既に西宮版のリストに掲載されていた一般図書の中にも、「特別の教科 

道徳」の教科用図書として使用可能なものがあります。この点についても調査研

究を進めました。具体的には、兵庫県教育員会による調査研究資料を参考にしな

がら、各図書の内容を確認した結果、対象教科について「特別の教科 道徳」を

追加する図書を１９点選びました。それが１４ページに記載してある図書です。 

先ほどの１３ページのナンバー１１との「おべんとうなあに」の本と合わせて、

「特別の教科 道徳」に対応した一般図書は合計で２０冊掲載されることになり

ます。 

尚、「特別の教科 道徳」に対応した一般図書については、来年度以降も更に調査

研究を進める必要があると考えられます。 

各学校で特別支援学級の個々の児童・生徒が使用する一般図書を決める際は、担

任を中心として、管理職、保護者、特別支援教育課が連携を図り、検討を重ねて、

西宮市版のリストの中から、個々の子供の状況に合った、最も適切な教科用図書

を選ぶことになります。 

「特別支援学級用一般図書の調査報告」については、以上でございます。 

続いて、「西宮養護学校小学部・中学部用教科書の調査報告」につきましては、報

告書の１６から１７ページと２１から２２ページに記載をしております。 

西宮養護学校については、在学している児童・生徒一人一人について、どの教材

が最も適しているか検討し、選んだものを報告します。 

西宮養護学校には、障害が重複している児童・生徒が在籍しており、その児童・

生徒を対象に、個々の障害の状況を想定して選んでいます。一部に文部科学省に

よる著作本、いわゆる星本が適する児童・生徒がいますが、多くは一般図書が最

も適する教科書である児童・生徒と言えます。 
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１６から１７ページが小学部についての報告書となります。 

小学部では、国語、算数、生活において一般図書を選んでおり、それ以外は検定

教科書を使用する予定です。 

「生活」の教科書については、児童１人につき、小学１年では１冊、小学２・３

年では２冊まで、小学４年生から６年生では３冊まで採用することができます。

そのため、例えば小学２年では、来年度の児童９名に対して「生活」の一般図書

が１８冊選ばれています。 

西宮養護学校では、授業形態として、学年の生徒全員で集団学習をする授業と、

障害の状況等によってグループ等に分かれて個別に学習する授業を併用していま

す。集団学習の場合でも、補助の教員がつきながら、個々の生徒の状況に応じた

指導をしています。 

例えば、来年度の中学１年の生徒４名について、数学や国語の一般図書は３種類

の図書に分かれています。この図書は、個別に分かれた形態の授業での使用を想

定しています。しかし、社会や理科では４人とも同じ図書となっています。個々

の障害の状況等を踏まえた上で、各教科の授業の形態や内容について計画し、そ

の中で選ぶ図書が決まってくることになります。 

なお、小学１年については、来年度入学してくる児童の詳細な状況がわからない

ため、例年、検定教科書を採用しており、今年度も同様の方針であるため、一般

図書としては１冊も報告に挙がっておりません。 

中学部では、国語、社会、数学、理科について一般図書を選んでおり、それ以外

は検定教科書を使用する予定です。 

表の右端の数字は、西宮版の平成２９年度使用一般図書一覧及び兵庫県教育委員

会の調査研究資料に掲載されている番号を示しています。どちらも空欄になって

いるものについては、どのような図書であるか１８から２０ページ及び２３から

２４ページに参考資料として記載しています。 

「西宮養護学校小学部・中学部用教科書の調査報告」については以上です。 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。ご意見・ご質問がありましたら、お願いします。 

  

岩本委員 １１ページの一般図書調査報告の一覧で、体に関するこの３冊が道徳の一般図書

になっていますが、なぜ道徳なのかを詳しく教えてください。 
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義務教育諸学校

教科用図書選定

委員会委員長 

体の不思議ということは、体の仕組みがどうなっているかという中で、命がいか

に大事かということが書かれています。道徳は人間尊重の精神を育む教科ですの

で、人間尊重の一番核になる命の尊さを体の仕組みから感じていくという意味で

道徳になっています。 

  

岩本委員 一般の道徳の教科書には、あまり体の仕組みは載っていませんよね。 

  

重松教育長 自分、他者、社会、自然の分野では、命はどの項目になるのでしょう。 

教科書は道徳として扱っているのでしょうけれど、道徳のどの部分に該当するの

かわかればお願いします。 

  

学校教育課長 今、お尋ねの４つの分野で言いますと、主として生命や自然、崇高なものとの関

わりに関する分野がございます。そこで生命の尊さが、挙げられておりますので、

ここに関する分野かと思います。 

  

重松教育長 ４番目の自然や環境の分野で、命につながっていくということですね。 

他に質問はありますか。 

  

前川委員 学習指導要領には２２の内容項目があって、その中に生命とか、生命の尊重等が

ありますね。１４ページの５番、「やさいのずかん」、「のはらのずかん」、「こんち

ゅうとあそぼう」とか、こういうところは自然や生命として道徳で必要だなと思

います。この「やさいのずかん」を道徳で扱うことについて、２２の内容項目の

どこと照らし合わせて、道徳になっているのかが、一つです。これは質問です。 

２つ目は、お願いです。それは同じページの７３番、「子供のマナー図鑑」、「出か

けるときのマナー」です。特別支援学級の子に限りませんが、私がかつて学校に

いた時に、特別支援学級の校外学習で、天満のキッズプラザに行きました。雨の

日で駅をおりたら商店街です。商店街に雨をよけて入る人に、あらがうようにキ

ッズプラザに行くのです。この時に、特別支援学級の子が傘傾げをするのです。

それですごいなと思って、たまたまかなと思って、「おっ、傘傾げやん」って言っ

たら、その子は、「そうやで傘傾げやで」って言っていました。特別支援学級であ

ろうがなかろうが、家庭のしつけとマナーの勉強は、うまくタイアップしてほし

い。この江戸しぐさについて、早速次の週に子供達に聞いたら、この傘傾げを結

構な人数の小学生が知っていました。こぶし浮かせとか、そこまではいきません
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でしたが。家庭でそれぞれ、しつけやマナーについても学習しているので、学校

での勉強と、家庭でのしつけ、これが結びつくと非常によいと思ったので、期待

しております。 

  

学校教育課長 この「やさいのずかん」を教科用図書として扱うことで、自然を身近に感じるこ

とができるということから、先程申し上げました分野ではやはり主として生命。

自然、崇高なものとの関わり、この中に自然愛護、自然の偉大さを知り、また自

然を大切にすることという内容がございまして、そこに相当するものです。 

以上です。 

  

重松教育長 そうですね、ただそれを使って実際に植物を育てるということをする必要がある

でしょうね。 

他には何かありますか。 

ご意見、ご質問がないようですので、採決に移ります。 

小学校の教科書、中学校の教科書、小中学校の知的障害者用教科書、視覚障害者

用教科書、聴覚障害者用教科書について、原案の通り承認したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって承認されました。 

これで議案第１７号「平成３０年度使用義務教育諸学校教科用図書採択の件」の

審議を終了いたします。 

以上で予定されていました議題は全て終わりましたが、この他に何か報告、協議

するものはございませんか。 

ないようですので、本日の会議で、次回以降の課題となったものを確認したいと

思います。 

教育企画課係長、よろしくお願いします。 

  

教育企画課係長 本日の課題は特にありませんでした。 

  

重松教育長 これをもちまして、第２回教育委員会臨時会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
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 （終了） 

  

 


