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付 議 案 件 

＜審議案件＞  

報告第 14 号 義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件       （学校教育課） 
議案第 22 号 平成 31 年度使用市立高等学校及び西宮養護学校教科用図書採択の件 

（学校教育課） 
議案第 23 号 平成 31 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） 
報告第 15 号 人事に関する件           非公開         （教育職員課） 
  

                                         以 上 
 
 

傍 聴 １１名 
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重松教育長 ただいまより、平成３０年度第２回教育委員会臨時会を開催いたします。 

議事録署名委員には、側垣委員を指名します。よろしくお願いします。 

ここで各委員に確認します。本日は傍聴希望者が１２名おられます。会議は公開

が原則ですが、「報告第１５号」は人事に関する案件であるため、非公開としたい

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、非公開とします。 

審議の順番ですが、事件表の順に従って、公開案件から先に行い、続いて非公開

案件に移りたいと思います。 

それでは、議事を進めさせていただきます。 

最初に報告第１４号「義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件」を議

題とします。学校教育課長お願いします。 

  

学校教育課長 義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件についてご説明いたします。

５月２３日に義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員に委嘱されていた東川富

彦校長より、６月に入り、解嘱の申し出がありました。 

東川校長からは体調不良により、今後の選定委員会の活動に支障を来すとの考え

から、みずから解嘱を願い出たものです。 

後任として、鳴尾中学校、垣内浩校長を教育長の臨時代理により６月１４日に決

定いたしました。以上、報告いたします。 

  

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。 

なければ、採決に入ります。 

報告第１４号「義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員委嘱の件」については、

これを承認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、承認します。 

次に、では議案第２２号「平成３１年度使用市立高等学校及び西宮養護学校教科
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用図書採択の件」を議題とします。 

学校教育課長、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、報告をさせていただきます。 

６月１５日から６月３０日までの間の法定期間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１３２名、北口図書館では、６日間で１８２名、

１４日間で合計３１４名の来会がありました。アンケートの意見は９６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、３年前から一昨年にかけまして、全国で教科書発行者が

検定中の教科書を教員らに見せて謝礼を渡していたり、自社の教科書を採択した

高校に無償で教材を提供するなど、不適切な事案が発覚し、大きな問題となりま

した。 

事務局としましては、選定委員会や調査員会にて具体的事例を挙げて注意喚起す

ることをはじめ、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な

どについて」を、４月１３日付で全ての市立学校に送付するとともに、４月と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。この後、各選定委員会委員長

より採択申請いたします。 

  

重松教育長 では、次に西宮高校選定委員会よりご説明をお願いします。 

  

西宮高校教科用 

図書選定委員会 

委 員 長
（西宮高等学校長）

 

選定委員会を代表いたしまして、平成３１年度に使用します教科用図書採択につ

いて申請をいたします。 

最初に、申請に至るまでの経緯についてご報告いたします。 

５月１６日の教育委員会臨時会において議決されました、「平成３１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」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、選定方法を、１番、本校の教育課程に照らし、指導上適切なものであるこ
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と、２番、教材の分量、配分、設問等が学習に効果的であること、３番、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。 

本校におけます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

入学者からの学区の拡大と変化してまいりました。このことを踏まえまして、本

校生徒の特徴を見きわめながら、慎重に調査研究を進めてまいりました。 

具体的には、本校に入学してまいります生徒の多くは基礎的な学力を身につけて

おりますので、基本的な内容の応用により、より深い学びへとつなげるための教

材が充実した教科書、これを中心に検討いたしました。 

その上で、各教科の代表を管理職、保護者、学識経験者から構成します選定委員

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５ページから２０ページに記載しています。本校には、

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。 

普通科についての申請書及び参考資料は、７ページから１３ページになります。

７ページから９ページに申請する教科書を全て記載しております。 

まず、７ページから９ページをごらんください。 

一番右にあります「選定の理由」の欄、これが空欄の教科書は、今年度使用して

いるものと同じ教科書を申請しております。 

「選定理由」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

書を変更したものとなります。 

なお、「選定理由」の欄に「改訂による変更」と記載しております教科書につきま

しては、検定があり、改訂版となったものとなります。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おります教科書とほとんど変わりはありま

せん。 

変更した教科書だけを見やすく整理したものが、１０ページの「選定理由報告書」

となります。 

なお、参考資料といたしまして、１１ページから１３ページに「前年度対比資料」

も添付しております。１２ページをごらんください。右側が今年度使用している

教科書、左側が来年度、平成３１年度に使用したいと考えている教科書となりま

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
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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

となっております。 

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

更したものとなります。 

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、１０ページをごらんください。 

№２のコミュニケーション英語Ⅰでは、題材が生徒の知的好奇心をかきたてられ

る内容である点、リスニング力や表現力もつけられる構成になっている点などか

ら、桐原の教科書を選んであります。 

№１３の英語表現Ⅰにつきましては、レッスンごとに、会話を通して文法と表現

を学習でき、学習項目を定着させることができる点、そこから自己発信ができる

ようになる点などから、いいずなの教科書を選んでおります。 

No.３０のコミュニケーション英語Ⅱの三省堂の教科書は、今年度２年生が使用し

ている教科書からの変更となりますが、今年度１年生がコミュニケーション英語

Ⅰで使用している教科書からは継続となります。学習の継続性及び、アクティビ

ティの内容も充実しておりますし、難易度も本校生徒にとって適切である点など

から選定いたしました。 

No.４４にあります、コミュニケーション英語Ⅲの啓林館の教科書も、コミュニケ

ーション英語Ⅰ、Ⅱと同様に、当該の生徒にとっては１年次からの継続となりま

す。話題が多岐にわたり、生徒に考えさせる題材が多い点などから、選定をいた

しました。 

続きまして、グローバル・サイエンス科の申請書及び参考資料は１４ページから

２０ページとなります。 

普通科の申請書と同様の形式で記載をしております。 

変更しました教科書だけを見やすく整理しましたものが、１７ページの「選定理

由報告書」となります。 

ここで、１７ページの No.１５、１６、２７、３１に記載のある変更した教科書

については、普通科でも変更した教科書と同じものとなっております。変更理由

については説明を省略させていただきます。 

No.５、No.６の解析学Ⅰ、数学各論Ⅰでは、思考力・判断力・表現力の育成に配

慮した例題やトピックが掲載されている点、いろいろな解法を豊富に掲載し、ア

クティブラーニング型の授業を構成しやすい点、日常の事象と数学の関連性につ

いて、深い学びにつなげることができる点などから、いずれも数研の教科書を選
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んでおります。   

報告は以上となります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 続いて、西宮東高校選定委員会よりご説明をお願いします。 

  

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）

 

選定委員会を代表して、平成３１年度に使用する教科用図書採択について申請し

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１６日の教育委員会臨時会において議決された、「平成３１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、本校では選定の基本方針を、１、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、教育課程実施上に最適であること。２、

各教科ごとに教科書記述内容を研究し、さらに地域社会の要望など客観的資料を

含めて総合的な見地から選定する。３、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。このように定めま

した。 

この基準にのっとって、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。  

学区の拡大等によりまして、ここ数年、入学してくる生徒も変化しているため、

注意深く選定作業を進めてまいりました。 

具体的には、本校では、ほとんどの生徒が、大学入試センター試験を受けます。

そして、センター試験の得点率が、次の進学に向けて大きなポイントとなってい

ます。そこで、教科書選定においても、センター試験の内容を意識して、レベル

に見合った教科書の選定を心がけております。 

卒業生からもセンター試験対策には、授業をしっかりと受け、大切に教科書の知

識、内容をしっかりと学習しておけば、確実に成果が出ると、そう評価を受けて

おります。 

また、地歴や理科を中心に次期学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」や、

探求活動につながるように、授業の改善に努めているところでありますが、その

仕掛けとなる教材ということにも着目して、教科書の選定をしております。この

ように各教科で教科書を選定して、吟味してまいりました。 

そして、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、採択申請に関する教科書を決定いたしました。 
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その結果は、採択申請書の２１から２９ページに記載しております。 

申請書の見方につきましては、西宮高校と同様でございます。 

なお、参考資料として、２７から２９ページには 「前年度比較資料」を添付して

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、昨年度から変更のあった教科書について説明をいたします。 

２６ページをごらんください。 

No.１の国語総合については、教材として定評のある作品を数多く取り入れている

点、バリエーションも豊かで、読み応えのある点などから、三省堂の教科書を選

びました。 

No.２の国語総合についても、No.１同様、教材として定評のある作品を数多く取

り入れている点、古文・漢文について取り扱いたい教材が不足なく掲載されてい

る点、特に漢文については、オリジナル性に富んだ構成になっている点などから、

この三省堂の教科書を選びました。 

No.１７の英語表現Ⅰでは、高校英語の根幹である英文法について、詳しい説明と

厳選された例文等によって、理解を深めやすい点などを理由として、数研の教科

書を選定いたしました。 

No.２３の世界史Ａについては、カリキュラムの関係で、今年度は実施しておりま

せんでしたが、来年度は実施いたします。教科書については、一昨年選定いたし

ましたものと同じです。昨年度の生徒についても学習効果が上がっている点から、

東書の教科書を選びました。 

No.３２にある、２年のコミュニケーション英語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年生がコミュニ

ケーション英語Ⅰで使用している教科書からは継続のものとなります。段階的に

表現力、発信力を身につけられる構成となっている点、豊富な資料を使って、深

く題材を掘りさげられる点などから、この教科書を選びました。プレゼンテーシ

ョンなどの基本も学習できる、これも選定のポイントとなりました。 

No.３８の英語表現Ⅱのいいずなの教科書も、当該の生徒にとっては１年次からの

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、

文法事項の理解をより深められる説明が詳しいことが、選定したポイントとなり

ました。 

報告は以上です。どうぞ、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 続いて、西宮養護学校選定委員会よりよろしくお願いします。 

  

西宮養護学校教

科用図書選定委

員会委員長 
（西宮養護学校長）

 

選定委員会を代表して、平成３１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、今年度より、西宮養護学校で使用する全ての教科書、小学部、中学部、高

等部において採択申請をいたします。 

最初に、申請に至るまでの経緯について報告します。 

５月１６日の臨時教育委員会において議決された、「平成３１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。 

ただし、それぞれの発達段階に基づいた個のニーズも考慮していますので、通常

学校における一貫性、系統性とは若干違うところがあります。特に高等部におい

ては、生活への般化というものを重視して、選定しています。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、個々の児童生徒によって障害の程度や状況等もさま

ざまですので、個々の教育課程やニーズについて、確認しながら調査研究を進め

ました。 

本校は、学校教育目標を自立と社会参加を可能とする共生社会を目指して、一人

ひとりのニーズに応じた教育を行い、自分らしくともに生きる力を育むとしてい

ます。 

そして、ともに生きる力とは、確かな学力、豊かな心、健やかな体、そして、自

立活動領域の多様な展開を目指しております。 

こういった考え方を背景に、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。 

３１ページ以降に小学部、中学部、高等部の順で記載しております。 

３３から３４ページが小学部についての採択申請書となります。 

小学部では、国語、算数、生活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。 



                                    平成 30 年 7 月 20 日 
                                    第 2 回臨時会 

 10

西宮養護学校では、授業形態として、学年の児童生徒全員で集団学習をする授業

と、個々の課題に基づいたグルーピングによる授業を併用しています。今回選定

したこれら図書は、集団学習の形態の授業での使用を主に想定しています。 

また、「生活」の教科書については、児童１人につき、小学部１年生では１冊、小

学部２・３年生では２冊まで、小学部４から６年生では３冊まで採用することが

できますが、来年度の児童については全学年１冊とすることにいたしました。こ

れは、教科としての統一性の問題と、小、中、高１２年間の採択を把握していく

ということのためです。 

なお、小学部１年生については、例年、検定教科書を採用しており、来年も同様

の方針であるため、一般図書としては報告をしておりません。このことについて

は、発達課題として、まだ入門期であることを踏まえ、教科書そのものを教える

というより、教科書で何を教えていくのかを考え、必要に応じて、この検定教科

書と独自教材を併用していく予定です。 

また、３５ページから３６ページに参考資料として挙げている図書は、西宮版の

平成３０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のどちらに

も掲載されていない図書を記載しております。 

次に、３７ページをごらんください。中学部についての採択申請書となります。 

中学部では、国語、社会、理科について一般図書を選んでいます。各学年全員が

同じ図書を選んでいます。数学については、文部科学省による著作本、いわゆる

星印本を使用します。１年生が「さんすう☆」、２年生が「さんすう☆☆」の（１）

（２）です。また、３年生については、採択申請書に記載しています一般図書を

継続使用します。それ以外は検定教科書を使用する予定です。なお、道徳につい

ては、西宮市で採択された１年生の教科書を３年間継続使用します。 

先ほどの小学部と同じになりますが、３８ページには、西宮版の平成３０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のどちらにも掲載されてい

ない図書を掲載しております。 

最後に、３９ページをごらんください。高等部についての採択申請書となります。 

３９ページについては、今回申請している検定教科書についての申請となります。 

No.４、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、内容を理解しやすいように工夫されている点

などから選びました。 

英語会話によるリズム、音韻、それは、生活年齢に応じて理解できる範疇でもあ

り、また、視覚情報や行と行の間のあけ方等わかりやすい仕様のもの選んでいま
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す。 

No.１、No.２、No.３に記載の高等部１年の保健体育と音楽Ⅰの教科書は、前年度

と同じ教科書となります。 

４０ページをごらんください。４０ページには、一般図書について選定したもの

を記載しています。 

なお、参考資料として、４１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。 

暮らしに役立つシリーズを選んでおります。これは今まで取り組んでいた認知等

の学習がいかに生活に般化できるか。具体的には、自動販売機であるとか、駅券

売機で、その力を生かせるようにといった、進路先での自立等を目指し、選んで

います。 

読み聞かせの教科書では、擬態語、擬音語、繰り返し、韻を踏む等の日本語表現

をもとに将来的な会話につながることを目指し、選定しています。 

報告は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明が終わりましたので、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 ご説明の方ありがとうございました。少し順番は逆になるかもしれませんが、そ

れぞれについて、質問等をまぜてお願いいたします。 

まず、西宮養護学校の分についてですけれども、小学部の２年生の「春、夏、秋、

冬」それから、小学部の４年生の「季節」、これらの内容を私の方でずっと見させ

ていただきましたら、選定理由にしっかり書かれているとおり、非常にわかりや

すいイラストや、それから写真、解説、これらが紹介されておって、選定方針に

沿った適切な申請がされているということが、よく理解できました。 

ただ、内容的にね、すごくその伝統文化を大事にされているという、ページが多

かったです。このね、伝統文化、あるいは、伝統行事を季節とあわせて、このよ

うに丁寧に載せてある図書を見たときにね、私思ったのですけれども、これは、

種目って載っていますか。この一覧では、教科、種目を超えて、道徳など、そう

いうところでも、一人ひとりの豊かな人生、あるいは、豊かな家庭生活、さらに

は、地域とのつながり、郷土を大切にする心、社会や国、これらを大事にするこ

ととか、こういうことで、生活と名を打たなくても、もっと多様な使用ができる

のではないかなと思いました。直接この申請が、どうのこうのということではな
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いですが、道徳教育のあり方など、この非常にすぐれた教材を選ばれているとい

う点から、何かご説明もう少しいただけたらうれしいと思いました。これが一つ

です。 

次、東高校の方ですけれども、選定理由の中に、２年生の世界史のＡ、ここには

ね、非常に引き締まるような言葉がありました。それは、以前に使用して実際に

学習効果が実績として上がっているということが、明記されています。ここまで

丁寧な根拠をもって選定されていることに、まず敬意を表したいと思います。 

それから、逆にですけれども、今年度の 1 年生では、東書の国語総合を今回分冊

になっていますね。三省堂に変更されています。どの教科書もね、非常にすばら

しいと思います。ですので、この変更されるに当たっては、逆に、お答えにくい

かもしれませんけども、学習効果が検証したところよくなかったから、変更に至

ったとか、あるいは、分冊がよかったなど、そのあたりの変更に当たって比較検

討されたとか、学校の考え方など、このあたりご説明いただきたいと思います。 

最後に、西宮高校の方ですけれども、こちらは継続になったこと、教科書につい

てお聞きしたいと思います。変更するときには非常に丁寧に説明してあるのです

が、継続についても、きっと理由があると思います。近年は、高校教育の中で主

権者教育への対応など、その他時代社会の変化への対応がね、学校教育にも求め

られている時代になっています。今年になってから、皆さんご存じのように、成

人年齢の関係の法律、民法等が整備、それから施行される、このような時代背景

のもとでの家庭科の教科書です。家庭科の教科書を継続されるということについ

て、きのうの新聞にも載っていました。国の方の考え方、新しい学習指導要領、

教科書にかかわるのですけども、現時点でね、高校生ではあっても、成人を近く

迎える年ごろの生徒さんに社会人として、あるいは、成人としての契約行為であ

るとか、それから、消費者被害、消費者保護、そのような観点から、継続選定に

至る何かお話があったのかどうか、少し学校の実情なども踏まえて、様子を聞か

せていただきたいと思います。 

長くなりましたが、それぞれお願いしたいと思います。 

  

重松教育長 では、最初に中村委員にお願いします 

  

西宮養護学校教

科用図書選定委

員会委員長 
（西宮養護学校長）

本校の学校の教育目標のサブタイトルのような形になるんですが、伝統の継承と

新たな学び、文化の創造を推進し、インクルーシブ時代における多様な学びの場

としての特別支援学校力の構築を図るというものを挙げさせていただいていま
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 す。その中で、そういった考え方をもとに、今回、「生活」の教科書を選定させて

いただきましたが、これは、道徳教育においての学びにもつながる、あるいは、

この教科書を持っていることも可能であると認識しています。 

本校の道徳の教育重点目標として、健康や安全、自己表現、自己決定、命の尊厳、

そして、交流や共同学習ということを挙げているんですけれども、今年度より小

学部では、道徳科の授業を３５時間行っております。特別支援学校の特性として、

日常生活の指導での合科、合わせた指導を２２時間、それから、特設の授業とし

ての残り１３時間の中で、この教科書は、十分に活用できるものと認識をしてお

ります。 

先ほども、申し上げましたように、道徳に関しては、下学年になる学年もあるん

ですが、検定本を用いますが、多様な側面からのアプローチが必要になってきま

すので、検定本それから、独自教材、及びこういった「生活」の行事とあわせて、

この教科書を用いることは、十分に可能であると考えています。以上です。 

  

重松教育長 次に、奥村委員。 

  

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）

 

まず、世界史にお褒めの言葉をいただいて、ありがとうございました。これは、

一昨年度、教科書を選ぶ際に、若い先生が中心になって、この授業を今は担当し

ているのですが、以前の講義研修の授業の中に、グループ討議などを含めていく

中で、例えば、教科書のここの資料を使って、グループ討議をさせてみよう、こ

この記述を使って何かもう少しそれに対してディベート的なことをしてみよう、

そういう新しい授業を組み立てる中で、非常に使いやすい教科書であったと、だ

から、今年は１年、世界史Ａが開講されませんでしたが、来年度の世界史Ａの開

講についても、同じ教科書を継続して使用することで、新しい教育活動につなげ

ていきたいと、そのように聞いております。 

それから、もう１点ご質問された点ですが、国語の教科書の件ですが、実は私も

長年、西宮東高校で国語を教えているのですが、基本的に同じ教科書を３年以上

は使わないということを原則としています。それは、大体先生方、高校の場合は、

３年をサイクルとして１、２、３年と持って上がって、また、１年におりて、授

業をされるということが多いのですが、教科書が４年以上の継続となってきます

と、同じ教科書を二度教えることになる。ある意味、これは、より教材を深めて

研究するにはいいことかもしれないですけども、それがだんだんになれてくると、

やはり先生方の間で、多少気の緩みが出るようなことも生まれるかもしれない。



                                    平成 30 年 7 月 20 日 
                                    第 2 回臨時会 

 14

そんなことはないとは思いますが、教材を新しくすることによって、より新鮮な

気持ちで、学習指導に当たれる、教材研究に当たれる。そういうところを大事に

して、意図的に教科書を変えるように、逆に、努めております。以上です。 

  

重松教育長 次に、野川委員、お願いします。 

  

西宮高校教科用 

図書選定委員会 

委 員 長
（西宮高等学校長）

 

まずは選挙年齢の１８歳引き下げが実現しておりまして、それにつきましては、

主権者教育ということで、「公民」の、１年生におきます「現代社会」という科目

で扱っております。内容につきましては、日本国憲法と民主政治という単元の部

分で、教科書が扱っておりますが、特に日本国憲法の方での基本的人権の部分、

新しい環境権であるとか、プライバシーの権利、知的財産の権利といった、いわ

ゆる新しい権利について、情報化社会の進展であるなど、社会の変化に関連した

内容を扱われているものを中心にしておる教科書ですので、それを継続して、使

用しております。 

それから、１８歳年齢の引き下げ、これが立法化されまして、テレビのニュース

等でも親の承諾書なしに、ローンが組めるといったようなことから、これはむし

ろ、消費者教育の方は、家庭科、１年生で行きますと、家庭規則を教科書の方で

扱われております。家庭の収入や支出、保険、ローン、それから契約、消費者問

題事例等を扱っておりますが、ただ、まだ新学習指導要領では、さらにこれが厚

くなるかもしれませんが、今の段階ではまだ、どの教科書も厚いというわけでは

ないですので、副教材としまして、兵庫県の消費者生活課が作成したＤＶＤであ

るなど、リーフレット、甘い誘惑にご用心といったものを副教材として使用しな

がら、教科の中で、指導しているということになっております。以上です。 

  

前川委員 ありがとうございます。 

  

重松教育長 ほかに質問はありませんか。 

  

岩本委員 詳しい説明ありがとうございました。また、前川先生が質問されたことにも詳し

いご回答がいただけて、さらによく内容が理解できたなと思っています。 

少しお伺いしたかったのは、西宮高校も東高校も同様ですけれど、英語の教科書

で、結果的に、１年から３年まで同じ教材を使うことになりますけれど、１年生

と２年生と３年生が違う教材を使っているということで、生徒たちにとって学び
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に差ができたりすることはないのかなという危惧と、３学年が違う教科書を使う

意図的な理由というのは、先ほど、奥村先生が新しい教材でといったことは、す

ごく納得ができたのですが、英語の教科書については、両校どのようなお考えで、

学年ごとに違う教材を使うことになったかというのが、もし、おわかりなるよう

でしたら、教えていただきたいんですけれども。 

  

重松教育長 奥村委員と野川委員お願いします。 

  

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）

英語の方も、基本的には、国語と同じような考え方を持っておりました。 

ただ、前回の教科書改定のときに、結構、大幅な教科書内容の改定がありました

ので、大体３年サイクルで違うものを使っていたのが、少し乱れてきたというよ

うなことはありますけれども、また、国語と同じような形で、落ちついていくも

のだと思います。理由は先ほど、僕が言ったのと、同じようなことです。 

学年によって、教科書が違うということですけども、大体国語や英語に関しては、

どの教科書会社も大体２段階か３段階かぐらいのレベルの教科書を用意しており

まして、高レベルな教科書、中程度の教科書、そして、少し容易な教科書、難し

くない教科書みたいなことがありまして、その中では、各教科書会社が使ってい

る、同じ水準の教科書の中で、回しておりますので、もちろん扱う本文とか、文

章自体は違っても、その文章の中で、年間通して教えようとしていることは、教

科書会社によって、そんなに大差があるものではないと、そのように理解してお

ります。 

  

西宮高校教科用 

図書選定委員会 

委 員 長
（西宮高等学校長）

 

先ほど、東高校の奥村委員が言われたのとほぼ同じになります。１年生で持った

先生が、そのまま２年、３年で持ち上がり、それから、東高校も本校も英語も国

語もそうですけど、各準備室で、先生方おられますので、それぞれ学年の違いが

ありましても、それぞれの調整が非常にしやすい環境にありますので、教科書が

学年ごとに違ったとしても、そういった違いの調整はできると思っております。 

  

重松教育長 ほかにはございませんか。 

なければ、採決に入ります。 

議案第２２号「平成３１年度使用市立高等学校及び西宮養護学校教科用図書採択

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。 
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 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、よって本件は、可決されました。 

続きまして、議案第２３号「平成３１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。 

それでは、ここで、議案第２３号の議事の進行について確認したいと思います。

この議案のうち、「特別の教科 道徳」教科用図書採択につきましては個別に審議

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ていきたいと思いますが、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、まず、選定委員会の経過報告についてお願いいたします。 

米口選定委員会委員長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 
（ 北 夙 川 小 校 長 ）

 

初めに、経過報告をいたします。５月１６日の教育委員会臨時会において、「平成

３１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２３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３１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、中学校の「特別の教科 道徳」、特別支援学級用の

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、中学校の「特別の教科 道徳」の調査員５名、特別支援学級用の一般図書の

調査員５名で構成いたしました。 

なお、中学校の「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、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。 

５月２９日に、第１回調査委員会を開催し、採択方針と調査研究についての説明、

教科書採択にかか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い

たしました。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。 
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なお、公正確保につきまして、調査研究が静ひつな環境の中で、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。以上です。 

  

重松教育長 続きまして、「特別の教科 道徳」についてお願いいたします。 

選定委員会よりの説明、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 
（ 北 夙 川 小 校 長 ）

 

それでは、まず、報告書の１ページをごらんください。中学校「特別の教科 道

徳」の調査研究に当たっては、記載してある１２の観点を設け、各教科書につい

て分析を行いました。 

その１２の観点についての報告が３ページ、４ページとなります。 

まず、観点①では、教科書の構成として、別冊の有無について確認をしています。

日本文教出版、廣済堂あかつき以外の６者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。 

分冊の特徴として、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、本冊にある発問について記入するノートと

して位置づけられており、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、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、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

る場合にも配慮されています。 

別冊ノートの有無にかかわらず、全ての出版社で自身の振り返りができる工夫が

されており、評価の手だてになります。 

また、各出版物とも、道徳科の目標にそって、自己を見詰め、物事を広い視野か

ら多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深める学習がで

きるよう、多様な教材による指導、多様な指導方法の工夫が、構成、組織されて

います。学習指導要領に示される内容項目の指導においても、重点テーマを設け、

教材数を充実させることにより、重点的指導を可能とする構成や、一つの主題を

２単位時間にわたって指導し、自己を見詰める学習を充実させることができるよ

う構成している教科書もありました。 

観点②では、各出版社が提示している教材数と、その内容について確認していま

す。全ての出版社において、補助教材等を含めると、道徳の年間授業時間数であ
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る３５時間を達成できる教材が準備されております。 

その内容ですが、どの出版社も新たに作成した教材を取り上げています。その中

でも、東京書籍や教育出版は、比較的最近活躍した人物を取り上げた教材や生徒

作文など、新しい教材を他者と比べて多く取り上げています。 

一方、学校図書や日本文教出版、廣済堂あかつき、日本教科書は、従来の道徳の

授業で取り上げられていた読み物教材を多く取り上げています。 

次に、観点④ですが、学習への動機づけとなる工夫について確認をしています。

教材の最初に主題やテーマ、視点を文章であらわしている教科書や、マークのみ

であらわしている教科書もありますが、全ての教科書において、授業での学びの

方向性を最初に確認ができるようになっています。 

また、兵庫県や西宮市にゆかりのある教材についても挙げています。阪神・淡路

大震災については東京書籍、教育出版、日本文教出版、廣済堂あかつきの４者が、

また兵庫県出身の嘉納治五郎について学校図書、学研、日本教科書が取り上げて

います。それ以外に姫路城や俳優の福本清三について取り上げられていました。

なお、西宮市にゆかりのある教材として、甲子園球場にまつわる読み物教材を、

光村図書、日本教科書が、アンネのバラについては光村図書が取り上げていまし

た。 

観点⑤では、生徒に深く考えさせるにあたっての問いについて、各教科書の特徴

を記載しています。 

各者それぞれに、考え、議論することを通して、道徳性を育むことができる、ま

た考えを深めるための問いを教材の最後に挙げています。また、自分を客観的に

振り返り、それを生かすための問いや道徳的な価値についての自覚を深める問い

など、教材によって、さまざまな問いが見られました。問いの数は、三つ前後で

ある出版社がほとんどであった中、基本的に問いを一つだけに絞り、みずから課

題を見つける「気づき」を重視する学研、問いを五つから六つ挙げて、見通しを

持ちやすくしている光村図書と、出版社によって違いも少し見られました。 

観点⑥では、観点⑤で挙げた問いについて、どのような学習活動の工夫ができる

かを確認しました。 

意見交換ができる工夫や、役割演技を通した体験的な学習、問題解決的な学習に

ついては、各教科書とも工夫を凝らしています。また、ほぼ全ての教科書におい

て、道徳の学び方について記載もありました。その中で、東京書籍、学校図書、

日本教科書については、話し合いの手順について巻頭部分に挙げられていました。 

観点⑦では、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。具体的に
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は、教科書に「道徳の教科書で目指すもの」を保護者向け文章として記載されて

いる教科書や、保護者の方からコメントをもらう欄を設けている教科書など、家

庭との連携を図るものが多く見られました。 

観点⑪では、他者とともによりよく生きるという道徳科の目標達成を目指す際の、

西宮の子供の顕著な課題への対応として、「積極的に他者とかかわる力をつける

ための工夫」について確認しました。自分自身の思いや考えを他者に伝える、ま

た、他者の思いを知るために、どのような教材や方法が提示されているかを調べ、

記載しています。話し合いだけでなく、東京書籍では、巻末にある付録を使って、

自分の心情を視覚的に他者に伝えるなど工夫が見られました。 

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、各教科書とも各学年に一

つ以上の教材を配置していました。また、「セクシャルマイノリティー」について

学校図書や日本教科書が取り上げているほか、「食育」や「動物愛護」、「公共マナ

ー」、「高齢者」をテーマに取り上げている教科書もありました。 

８者全ての教科書が、「二通の手紙」と「足袋の季節」という二つを取り上げてい

ます。これらの教材についても、８者の各者を比較しました。取り扱う学年が２

年生や３年生と異なるほか、原文のままを教材としているものや、一部省略して

いるもの、挿絵等を多く使い、イメージを豊かにさせる工夫のあるもの、問いに

ついて、考えを深める工夫をしているもの、それぞれの教科書で特徴が見られま

した。 

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。 

以上でございます。 

  

重松教育長 説明が終わりました。 

「特別の教科 道徳」については、この教育委員会会議で、最終的に採択を行い

ますけども、その前に、今、選定委員会の報告にありましたことにつきまして、

ご質問、またはご意見がありましたら、お願いしたいと思います。 

質問がなければ、今から採択に入りたいと思います。 

その前に、「特別の教科 道徳」の採択に当たりましては、それぞれの委員の皆さ

んにおかれましても、次のような観点に着目して、県の調査研究資料や今の選定

委員会の資料等を参考にしながら、その観点を確認して、教科書の選定を行った
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と思いますので、その内容について簡単に説明させていただきます。 

まず、教科書の内容についてですけども、教科の目標から見た編集になっている

かという観点、それから、内容項目に合った教材が適切に配置されているかとい

うこと。それから、教材の配列の仕方など、それから、個々の教材についての考

えが深められるものになっているかと。このような観点をまず教科書の内容につ

いては、見ていただいたと思います。 

それから、西宮の児童・生徒にかかわる、特に生徒にかかわる観点として、西宮

市の中学生の発達段階に合ったものであるかということ、それから、積極的に他

者とかかわる力をつける工夫がなされているか、要するに今言う「主体的・対話

的で深い学び」という、その部分にかかわってくると思います。 

それから、生徒自身が、この教材を通して、自分としてきちんと判断することが

できるものになっているか、それから、現代的な課題への対応がなされるもので

あるか。以上のような観点から教科書についての調査研究をそれぞれの委員さん

で進めてこられたと思います。 

それでは、各委員の皆さんから、どの教科書が西宮市の中学生にとってふさわし

いものであるか、採択についてのご意見をいただきたいと思います。 

ただ、採択に当たっては、１者に絞るという形になるわけですけども、慎重に選

定し、採択するということから、また、中学校において初めての教科書という観

点から判断するに当たっては、1 者に絞り込むのはなかなか難しい面もあったと

思います。 

そこで、各委員から、２者の推薦をいただくとともに、その教科書を選定した理

由を述べていただきたいと思います。 

次にそれをもとに、採択となりますが、教育委員は、私も含めて全部で５名いま

すので、推薦された教科書が、５分の３以上であれば、それを採択する形になり

ます。ただし、５分の３以上が数者出た場合は、５分の４、５分の３となった場

合は、５分の４で決定、ただし、５分の３が２者以上あれば、５分の３の教科書

で再度選定し直すという形でお願いしたいと思います。 

また、全てが５分の３を超えない場合につきましては、５分の２の中から再度選

定を行い、最終的に５分の３を超えたものを決定するという形で、採択を決定し

たいと思いますけども、これでよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 
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重松教育長 異議なしと認めます。この方針で採択を進めることといたします。 

それでは、議案第２３号のうち「特別の教科 道徳」につきまして、教科書の採

択を行いますのでよろしくお願いいたします。 

では、まず西川委員から採択について、よろしくお願いいたします。 

  

西川委員 今、教育長がおっしゃいました採択の視点ということを考えてみました。それか

ら、それで言いますと、この８者、特に本当に甲乙つけがたい、それぞれ工夫を

凝らしておられるというふうに思います。 

私自身は、今回、教科書を使って道徳をやるということは、初めての試みである

ということで、まずは、教える側の先生方が使いやすい教科書、と同時に、教え

られる子供たちがわかりやすい教科書というそういう視点で、自分が公立の教員

になったつもりで、実際自分が教壇に立って、これ使ってみたらどうだろうかと

いうことで、考えて、選ばせていただきました。 

まず、一つ目ですが、日本文教出版、これは非常に丁寧なつくりをなさっている

なというイメージがあると同時に、今、最も教育現場で大きな問題になっていま

す、いじめの項目につきまして、非常に丁寧に、取りようによっては少し手とり

足とりみたいなところもあるかもわかりませんが、先ほど申しましたように、初

めてこの教科書を使って、教師が取り込むということでありましたら、分冊もつ

いておりまして、非常に丁寧なつくりになっていますので、日本文教出版をまず、

推したいというふうに思います。 

それから次も同じですが、学研です。これは版が少し、ほかのより大きいです。

この版の大きいというのは、私自身は、余りマイナスに思わなくて、むしろいろ

んな書き込みができるので、子供たちが使いやすいのではないかと。例えば、友

達と意見してとか、先生が言われたことを書くとかいうようなことで、教科書と

ノートを一体化して使えるのではないかと、これが一つ。 

それから、非常につくりがオーソドックスであります。これも丁寧なつくりでご

ざいまして、特に命の教育につきましても、重きを置かれていることです。 

それから、みずから考えるという力をということであれば、学研は非常にいいの

ではないかということで、私はこの二つを推したいと思います。 

ただ、付随の意見として、日本教科書、これ内容が非常にしっかりしていると思

います。私思いましたのは、自分が今あるのは、父や母がいて、その父や母は、

それぞれまた、お父さん、お母さんがいるという、そういう歴史の中で自分がお

るのだと、そういう流れ中でおるのだということは、これ、命の大切さを教える
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こと、非常にこれ大事なことであると思います。冒頭に申しました使いやすさな

ど、あるいは、初めての試みということであれば、日本文教と学研がいいのでは

ないかというふうに判断いたしまして、この２者を推薦したいと思います。 

以上であります。 

  

重松教育長 日本文教と、学研ということですね。 

次に、岩本委員、お願いします。 

  

岩本委員 この道徳の教科書採択をするに当たって、何度か足を運んで、とても悩みました。

最初いいなと思ったものから最終的には違うものを２者選んだのですけれども、

最終的に重点を置いたところは、生徒たちが偏った意見や考えに左右されずに、

自分たちでみずから考えて、たくさん話し合って、それぞれが自分の考えを持て

るようになるための道しるべになるような本がいいのではないかと思いました。 

なので、最後に問いかけや、解説のようなものがあるところが余り詳しくないも

のがいいのではないかと思いました。 

８者、どの者も本当にすばらしい教材を取りまとめているんですけれども、その

中で、余りこの意見は少し押しつけ的なものだなというような教材がある会社の

ものは避けたつもりです。 

選びましたのは、まず１者目が学研です。西川先生もおっしゃっていたように、

この教材の中で、命の大切さがすごく取り上げられているところに感銘を受けま

した。特に、命の大切さを取り上げるときに、お母さんを大切にとか、お母さん

がすごく子供を頑張って産んだんだよって意見をよく聞かれるのですが、教材の

中に死産という、余り身近にはないテーマを取り上げていて、それと、その中で、

生と死は何なんだろうかという教材があったのですけれども、その教材にすごく

感銘を受けました。 

あと、教科書のつくりとしては、「クローズアッププラス」というコーナーがとて

もわかりやすくて、子供たちが使いやすいのではないかと思いました。 

学研の教材の中で、それぞれの教材の最後に、問いかけなどが一つぐらいしか書

かれていないことで、最初不親切かなと思って、きちんとした何か答えが子供た

ち出せるのかなと思うところもありましたが、何でもすぐにスマホでぱっと答え

が出るような現代社会において、道徳の時間だけは、じっくり考えて、何か自分

なりの答えを出せる時間にしてほしいなと思いまして、そうするにはちょうど学

研の教科書がぴったりなのではないかと思いました。 
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もう 1 者ですが、日本文教出版を選びました。分冊がありましたので、使いにく

い面もあり、使いやすい面もあり、とても悩んだんですが、本体の方のつくりが

とてもシンプルで、そこにある問いかけというのは余り押しつけがましいところ

ではなかったので、いいのではないかと思います。 

東日本大震災のことなど多く取り上げているんですが、その同じ震災の内容を取

り上げるに当たっても、取り上げている教材がすごく共感を持てる内容だったの

が印象的だったので、日本文教出版を選びました。 

学研も日本文教出版も同じですけれど、臓器提供をするという教材の中で、どち

らかが臓器提供をする方がいいんだとか、よくないんだとかいうのが、どちらか

の意見に左右されなくて、どちらの教科書も中立的な問いかけだったのがよかっ

たと思います。 

選んだのは、その２者ですが、ほかにもう一つ、ご意見をさせていただくとする

と、光村図書の内容ですね、どの教材もすごく深い内容で、読むのにすごく楽し

いし、子供たちもとても充実した学びになるかと思ったんですが、今回は、学研

と日本文教出版にさせていただきました。以上です。 

  

重松教育長 ありがとうございます。 

それでは、学研と日本文教出版ということですね。 

次、前川委員、お願いします。 

  

前川委員 私の方は、まず、最初に関心を持って見させていただいたのは、昨年度の小学校

の教科書では大変気になりました挿絵とかイラスト、これらの人物など、あるい

は、物ですね、こういうものの表情についてね、出版社ごとに随分、表情に違い

がある。例えば、迷惑をかけているカボチャは非常に怖い顔、意地悪な顔をして

いる。いや、そうじゃなくて、もっと多様な多面的ないろんな考えを引き出すた

めに、そこは子供たちに判断をゆだねていると、要するに多様な見方や考え方を

引き出すことを、阻害したり影響を与えるのではないかというようなイラスト、

それらが気になりましたが、今年は、全ての私なりに全部のイラストを見たつも

りですが、そのようなイラストは、一つもなかったです。小、中でこれだけね、

扱いがイラストについて違うということを、まず驚きました。 

中学校用については、感心しました。 

ただ、こうしたね、いろいろな行き届いた配慮、各出版社が教材、題材、素材を

選定したり編成するだけではなくて、編集することについて、いろんな思いがは
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っきりと出ているわけですから、私も自分の判断をするときに、柱を決めないと

いけません。そうなるとですね、一つは、子供たちに考え議論する道徳、これを

掲げているわけですよね。これ単なる看板ではありませんので、指導する教師み

ずから、あるいは指導する教師こそが、学習指導要領の解説にもあるように、発

問の仕方を考えて、取材など、子供たちへの学習の手引き、これらを子供たちの

実態、学校の実態、そこに合わせて、考える道徳に取り組むべきであると、その

責任があると思います。 

ですので、分冊や学習の手引きを、言い方は大変難しいのですが、あるいは評価

活動ですね、これらについては、過ぎる親切を感じる教科書については、省きま

した。 

次です。中教審の答申には、考え続ける姿勢こそが、道徳教育で養うべき資質で

あると、このように示されています。そうするとですね、考え続ける姿勢という

ことで考えたときに、小、中の継続ということを大事にしたいと思いました。小

学校段階を終える子供たちは、例えば、いじめで言うとね、いじめについても、

これからも考えていきましょうという、このメッセージで、小学校の、いじめに

ついての道徳教育を終わっています。考え続けましょうと、西宮の子供たちは、

道徳教育を小学校を終えて中学校に行ったときに、その考え続けましょうの最初

は何だということ、非常に意識して最初の教材を読みました。 

それから、中学校の１年生で初めて出会う教科書の表紙ではなくて、最初の題材、

こういうところにも注目しました。あけたときに、話し合い活動の方法などね、

そういうことについて詳しいものよりも、今から３年間で、どのようにね、道徳

教育をやっていくのかについて、メッセージが明確にうたわれている、そういう

ものが、非常に、西宮の中学生には、よいと思いました。 

いじめについては、もう一点、非常に大事にしたいと思っておりますので、「いじ

り」という言葉が、タイトルにある題材、これに出合うことが本市の中学生にと

って、適当であるか、これを実態に照らして、考えたいと思いました。 

それから、大変悩みました。それはね、これまで、人権尊重の精神を基盤とした

学校教育を本市は進めています。全ての学校､園について。その中でね、いじめと

いう言葉やいじりという言葉が、何なのかという、その定義など、そういうこと

に基づくのではなくてね、日々の生活の中で、一つ一つの出来事や、人の心と向

き合いながら、人権教育を私は進めてきたと思っています。例えばですね、人や

人の心だけではなくてね、物であるとか、あるいは、人がつくった作品、ここに

ついてもね、人権があって、それらを、もて遊んだり、粗末にしたりしてはいけ
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ないというね、そういうようなところで、これまで培ってきた道徳教育のあり方

をね、このいじりという言葉を教材として中学生がみんな目の前にするのかどう

かと考えました。 

もう一つは、 ＳＮＳとのかかわりについてです。 ＳＮＳは、非常によいもので

あって、よさも危険も十分踏まえた上でね、あり方を中学校の３年間で、多角的、

多面的に考え、議論できるような、そういう教科書がよいと思いました。３年間

にわたって、いじめだけではなくてね、ＳＮＳと向き合う。これからの子供たち

がどう育っていくのかを、道徳教育の中で、考えていけたらなと思いました。 

最後、西宮に学ぶ中学生ですからね、ぜひね、西宮にゆかりのものを一度は、３

年間で触れる機会が欲しいと思いました。 

小学校の教科書でも、そうでした。そこでね、甲子園とかアンネのバラ、これに

ついてはやはり西宮に学んで、西宮の今までのアンネのバラのことを、甲子園の

土のことを、そういうことを中学生が学ぶよい機会ではないかなと。甲子園球場

については、二つの出版社が取り上げていましたが、甲子園球場の土だけではな

くて芝の管理等をしている方のお話がありましたけど、この方の、三代にわたる

ね、方とは、西宮市の学校教育は非常に深いつながりを持って、これまでかかわ

ってきたり、あるいは、教え導いてこられたり、学校に甲子園の芝がある学校が

あったりなどという、これは、非常に絶好の題材であると思いました。 

一つ一つ出版社ごとにお話はしませんけれども、これらを総合的に見たときに、

私の方は、二つの出版社を推薦させていただきたいと思います。 

一つは、光村です。もう一つは、学研です。以上です。 

  

重松教育長 光村と学研ということでよろしくお願いします。 

次、側垣委員、お願いします。 

  

側垣委員 私も昨年初めて、教育委員になって、小学校の選定に携わらせていただいて、非

常に大変な思いをしたのですが、今年も本当に非常に実感としては大変だったな

というように思います。 

私の自分自身の、教育委員としての立場は、自分のこれまでの仕事としては、児

童養護、社会的養護の中で、非常にしんどい思いを持って生活せざるを得ない子

供たちとずっとかかわって、そして、今、幼児教育というか、小さな子供たちの

育ちにかかわっています。その中で、子供たちが学校の中で学習として出合う教

科書って非常に大きなというように思っています。 
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やはり、子供たちが求めるというのは、大人がこうあるべきだということよりも、

子供自身がどういうふうにその教科を捉えて、勉強を捉えていくのかということ

が大切な時期やないかなというふうに考えていてですね、例えば、言葉を言いか

えれば、子供自身にとっても道徳っていう、子供の立場に立った道徳の教科書っ

ていうのが必要なのかなというふうに思っていました。 

その中でやはり、今回の指導要領の主題である、「主体的・対話的で深い学び」と

いうことが、メーンであると思うし、子供たちの幼児教育にかかわる立場として

は、子供たちの生きる力を育んでいくという、そういうものが学校の教育の中で

展開されなければいけない。それはほかの教科も一緒だと思うのですが、本当に

この道徳の教科書を選ぶということは、私にとっては非常に辛いものでもあると

考えています。 

それで基本的に私は、まず、何の知識も持たないで、８者のですね、２４冊を最

初から設問も何も見ないで、中身だけを見ていこうと、どういう素材を選んでい

らっしゃるのかということを見て、その上で、第一印象として決めようと思って

ですね、その中から３者程度、印象に残った教科書、ずっと読み物として、通読

して３者を大体選ばせていただきました。その三つはですね、何度かあちこち読

み比べてみて、余り変わらなかったです。その中で、私自身が印象に残ったのは、

光村図書の教科書は非常に読み応えがあるなと。教科として教えるかどうかとい

うのは、また別の問題として、子供にとって非常に印象に残る書籍というか、そ

ういう見方をすれば、そうだというふうに思います。 

それをどういうふうに先生方が、子供たちに伝えていくのか、あるいは、子供自

身が自分の力で、自分のものに近づけて、学んでいくのかというのは、また次の

段階かなと思うので、やはり子供たちに提供するのにふさわしい教科書というか、

書籍として考えたら、私は光村さんを推薦したいなというふうに思いました。 

もう 1 者、挙げるとすれば、同じような形ですけれども、少し違うなと思いなが

らも印象に残ったのは、東京書籍です。東京書籍の中で、少し印象深かったのは、

「二通の手紙」って、各者選んでいらっしゃるのですけれども、東京書籍だけが、

冒頭ですね、２行の、元さんという主人公が叫ぶ言葉が省かれていたんですね。

これ、どうしてかなとずっと私も考えていたのですが、やはりそこに大人の考え

方に左右されないというか、何かそういう深い意味合いが私自身はあるのかなと

いうふうに思って、非常に印象に残ったのですね。ですから、その後のほかの設

問など、それから、そういうものについては、各者とも非常に工夫をされていま

した。 
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ですから、そういう意味では、どの会社がと優劣をつけることはないのですが、

私自身としては、子供たちに触れさせたい教科書としては、その２者を推薦した

いというふうに、まず、光村さんと東京書籍を推薦したいなというふうに考えま

した。 

  

重松教育長 はい、そしたら、光村と東京書籍。 

  

側垣委員 はい、そうです。 

  

重松教育長 最後、私の方ですけども、中学校の道徳の教科書については、小学校の道徳の教

科書を受けて、その内容を検討するということで、小学校はどちらかというと、

読み物の方が中心になっていて、それをもとにして自分としてどう考えるか、ま

た考えたことを日常の生活の中で、どう実践できるかということが、ポイントに

なっていたと思います。ですから、読み物をしっかり読み込んで、子供たちは考

えるということだったのですけども、中学校では、この小学校のを受けて道徳の

教科書を使って授業をしますけども、学校生活や家庭生活、そして地域社会の中

で、さまざまな人とかかわる中で、自分として、考え、判断し、行動できるとい

うことが大きなポイントではないかというふうに思っています。 

ですから、その意味で、そういうことができるというか、そういうことを考えら

れる教科書が大切ではないか。細かい方向性があったり、決められた路線に沿っ

て判断するのではなくて、自分でその教材を読み込んで、そこで自分でテーマを

何かということをしっかり考えて、それに基づいて中学生は自分の考えをもって、

そこを起点として、クラスで話し合い、さまざまな考え方や意見が出る中で、自

分の考えと比較しながら、自分としての考え方をしっかり持っているような教材、

または配列になっていることが大切ではないかというふうに思っています。 

ですから、余りヒントがたくさんあるのはいかがなものかということを、判断す

る際に、私としては考えさせてもらいました。クラスの中で活発な議論が展開さ

れるためには、道徳的諸価値などについて、多面的、多角的に議論が進められる

ことが大切ではないかということで、生徒が主体的に解決できる、そういうもの

を選定する必要があるのではないかということで、選ばせてもらいました。 

それから、それぞれの項目、道徳一応４項目、主として自分に関すること、主と

して人とのかかわりに関すること、主として集団や社会とのかかわりに関するこ

と、そして、主として生命や自然、崇高なものとのかかわりに関することの４項
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目があって、それにいじめがあるわけですけども、どうしても何か偏りがあるの

はいかがなものかな、それぞれが、ある意味で、かなり均等になっている方がい

いのかなということもあって、その分配の仕方も一応参考にさせてもらいました。 

さらに、現代的な課題として、防災や情報、それから、いじめの問題については、

それぞれの各出版社、非常に系統的に発達段階に応じて教材を取り扱っています

けども、現代的な課題、ＳＮＳやインターネットなどということについても触れ

ているものが必要なんじゃないかなと思って、そういうものも一応参考にさせて

もらいました。 

さらに、兵庫県にかかわるものとして、阪神・淡路大震災や、さっき言った嘉納

治五郎などの人物についても、取り扱っているものがいいのかなと。ですからそ

れによって親近感が持てるのかなということがあります。 

そのような観点から、最終的に、私は、教育出版と学研の二つを選ばせていただ

きました。 

以上で、それぞれの日本文教が２人、それから、光村が２人、学研が４人、教育

出版が１人、東書が１人ということですので、最初の基準で行きますと、学研が

５分の４ということになりますので、学研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、学研を採択するということで決定しましたので、よろし

くお願いします。 

では、次に、議案第２３号のうち「特別の教科 道徳」以外の教科用図書につい

て審議をいたします。 

選定委員会より説明をお願いいたします。 

  

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 ）

 

まず、報告書の５ページ、６ページをごらんください。小学校教科用図書につい

ては、「特別の教科 道徳」以外の教科書について、「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、本年度は採択がえのできる年

度で、採択がえの年に当たりますが、５月１６日の教育委員会臨時会において決

定いただいた「平成３１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」によって、採択がえを見送り、昨年度と同一の教科用図書を採択することと

なっております。 
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また、中学校教科用図書については、「特別の教科 道徳」以外の教科は、「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、いわゆる採択がえがないということに

なります。各教科の採択教科書の一覧を５ページから６ページに記載しておりま

す。 

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

む）や、文部科学省による著作本、いわゆる星印本を採用することをまず検討し、

これらを使用することが難しい場合には、検定教科書などにかわる教科の主たる

教材として、絵本など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。 

「特別支援学級用一般図書の調査報告」につきましては、報告書の７から１５ペ

ージに記載しています。 

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２冊を一覧から外すとともに、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２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、３３９冊の図書が掲載されていますが、このうち、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。 

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

掲載されておりませんが、調査研究をもとに、西宮市版のリストに掲載している

ものです。 

１３ページをごらんください。こちらには、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２冊を記載して

おります。 

その下の表に記載している、リストに追加する２冊の図書について、説明いたし

ます。表の一番左の番号で言うと、No.１４の「ほんとのおおきさ動物園」につい

ては、２０種類の動物の体の一部が実物大の写真で紹介されている教材です。そ

れぞれの動物について、まんがなどを使って特徴を説明しているところから、楽
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しみながら学習を進めやすいことはもちろん、何よりも実物大であることから、

興味を引きやすい点が、リストに追加する図書に挙げた理由です。 

No.１１５の「米村でんじろうのＤＶＤでわかる面白実験！！」については、実験

に関する図書が西宮版リストに１冊しかなく、取り入れたいということがありま

した。その中で、いろいろな実験をわかりやすい図やイラストで解説をしている

ところ、また、それらをＤＶＤによる拡大映像や音声によって示すことができる

ことから、児童生徒の学習意欲を効果的に喚起できるうえ、内容理解にもつなが

る点から、リストに追加する図書として挙げております。 

次に、報告書１４ページ、１５ページをごらんください。 

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、他の教科や他

学年、他の障害種別でも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、兵庫県教育委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、３１点の図書について、教科や学年、障害

種別を変更いたしました。それが１４ページから１５ページに記載してある図書

です。具体的には、図書を吟味していく中で、わかりやすく丁寧な内容のものに

ついては、下学年についても対象を広げることとしました。また、内容のレベル

やわかりやすさから知的障害の児童生徒にも対象を広げた図書もあります。 

さらに、他教科にも使用できるものがないかを確認したところ、例えば、No.７２

の「こどものとも絵本 おおきなかぶ」は助け合い、仲間づくりの観点から、国

語以外にも「特別の教科 道徳」の図書として使用できる図書と判断いたしまし

た。 

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。 

ご審議をよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明が終わりました。 

小学校、中学校については、今年は、去年と同じものというか、例年と同じもの、

ただし、小学校につきましては、多分、来年採択がえになると思いますけども、

それから、特別支援学級用については、毎年、採択がえができますので、西宮の

リストの中からという形になります。 
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では、これについてご意見、ご質問はございませんか。 

よろしいですか。 

なければ、一覧表のとおり承認したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議を認めませんので、承認いたします。 

以上で、議案第２３号「平成３１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。 

では、これより非公開案件に移ります。恐れ入りますが、傍聴の方は、ご退席を

お願いいたします。 

また、報告第１５号につきましては、秘密会で行いますので、関係者以外の職員

も退出をお願いいたします。 

  

 （傍聴者・関係者以外の職員退室） 

  

重松教育長 では、再開します。 

報告第１５号「人事に関する件」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかになければ、採決に入ります。 

報告第１５号「人事に関する件」については、これを承認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、報告第１５号は承認されました。 

以上で予定されていた議題はすべて終わりました。 

これをもちまして第２回教育委員会臨時会を閉会します。 
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 （終了） 

 


