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  荒川 郁代  教育総務グループ課長補佐 
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議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第８号 平成31年度使用小学校教科用図書の採択について 

日程第２ 議案第９号 平成31年度使用中学校教科用図書の採択について 

日程第３ 報告第19号 大阪狭山市児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改 

           正する要綱について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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教育長（長谷雄二） 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。 

 また、本日は、１１名の方から傍聴の申込み

がありましたので、これを許可します。事務局

は、傍聴人を会場へ案内してください。 

それでは、ただいまより平成30年第７回教育

委員会定例会議を開会いたします。 

 なお、議事録の署名委員は、会議規則第20条

第２項の規定によりまして、長瀬委員、河合委

員を指名いたします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。 

 主な報告につきまして報告いたします。 

 ７月３日、大阪府都市教育長協議会７月定例

会に参加いたしました。 

 ７月６日、金曜日、南河内地区人事協議会に

参加いたしました。 

 ７月25日、第14回狭山池総合学術調査委員会

に出席しました。 

 主な報告につきましては以上でございます。 

 何かご質問、委員の皆様、ございませんでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 本日の議案でございますが、平成31年度使用

小学校教科用図書の採択についてを議題といた

します。 

 平成31年度使用の小学校教科用図書の採択に

ついてでございますが、学習指導要領改訂によ

り、小学校では平成32年度から新学習指導要領

の教科用図書を使用するため、来年度、平成31

年度でございますが、全教科で新たな教科書の

採択を実施いたします。そのため、今回採択す

る教科用図書の使用期間は４年間ではなく、平

成31年度のみの１年間だけとなります。あわせ

て、平成29年度の教科用図書検定において新た

な図書の検定申請がなかったため、既に調査研

究を行っております平成25年度検定合格図書等

の中から再度採択を行います。 

 採択に当たりましては、平成27年度使用小学

校教科用図書採択の答申資料と、４年間の使用

実績をもとに、平成26年度に採択した教科用図

書を中心に審議を進めてまいりたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 それでは、まず、国語についてでございます。

国語については、現在、東京書籍を使用してお

ります。 

 それでは、配付しております答申資料をごら

んいただき、各委員からの意見を求めたいと思

います。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 来年度１年間ということで、もし同じ教科書

を採択するということになれば、トータルで５

年間ということになりますね。 

教育長（長谷雄二） 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 来年度１年間使用となりまして、トータルで

５年間の使用となっております。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 同じ教科書であればですね。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 はい。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 この現在使われている教科書は、３年と１学

期間、今現在使っているということなんで、国

語を初め、学校現場から、この教材は問題があ

るとか、何か意見は出ていませんでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 酒匂理事。 
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教育部理事（酒匂雅夫） 

 特にございません。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 そうですか。 

 それでしたら、もう今も使っている教科書を

引き続いて使うということで、東京書籍を採択

することで問題はないと思うんですけれども、

どうでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 今、事務局のほうから、現在使っている小学

校教科用図書については、特に現場から不都合

等の意見もないということを山崎委員に確認い

ただきました。 

 それでは、国語から採択していきたいと思い

ます。 

 まず、国語でございます。今後、会社名は略

称でいきますので。 

 東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） 

 それでは、国語につきましては、東京書籍を

採択いたします。 

 続いて、書写についてでございます。書写に

ついては、現在、日本文教出版を使用しており

ます。 

 委員からもしご意見があれば。よろしいでし

ょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 書写についても、何ら支障がないのであれば、

同じく引き続いて日文を採択することで問題な

いと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、日文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） 

 それでは、書写につきましては、日本文教出

版を採択いたします。 

 続いて、社会についてです。社会については、

現在、東京書籍を使用しております。 

 各委員からの意見、もしあればよろしくお願

いいたします。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 社会についても、これまで４年間の使用実績

を踏まえて、引き続いて東書を採択することで

問題ないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、東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） 

 異議なしと認めます。それでは、社会につき

ましては、東京書籍を採択いたします。 

 続いて、地図についてです。地図については、

現在、帝国書院を使用しております。 

 同じく各委員からの意見を求めます。 

 山崎委員、お願いします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 地図についても、引き続いて帝国を採択する

ことで問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、帝国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） 

 それでは、地図につきましては、帝国書院を

採択いたします。 

 続いて、算数でございます。算数については、

現在、東京書籍を使用しております。 

 各委員からの意見を求めます。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 算数につきましても、引き続いて東書を採択

することで問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 東書を採択することについてご異議ございま



－3－ 

せんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、算数につきましては、東京書籍を

採択いたします。 

 続きまして、理科でございます。理科につい

ては、現在、新興出版社啓林館を使用しており

ます。 

 各委員からの意見を求めます。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 理科につきましても、４年間の使用実績を踏

まえて、引き続いて啓林館を採択することで特

に問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 啓林館を採択することでご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。それでは、理科につき

ましては、新興出版社啓林館を採択いたします。 

 生活に移ります。生活については、現在、新

興出版社啓林館を使用しております。 

 各委員からの意見を求めます。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 生活につきましても、引き続いて啓林館を採

択することで特に問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 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） 

 それでは、生活につきましては、引き続き新

興出版社啓林館を採択いたします。 

 続いて、音楽についてです。音楽については、

現在、教育芸術社を使用しております。 

 意見を求めます。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 音楽につきましても、引き続いて教芸を採択

することで問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 教芸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） 

 それでは、音楽につきましては、教育芸術社

を採択いたします。 

 引き続き、図画工作でございます。図画工作

につきましては、日本文教出版を使用しており

ます。 

 各委員からの意見を求めます。 

 山崎委員、お願いします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 図画工作につきましても、引き続いて日文を

採択することで特に問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 日文を採択でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、図画工作につきましては、引き続

き日本文教出版を採択いたします。 

 続いて、家庭についてです。家庭については、

現在、開隆堂出版を使用しております。 

 委員の意見を求めます。 

 山崎委員、お願いします。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 家庭につきましても、４年間の使用実績を踏

まえ、引き続いて開隆堂を採択することで特に

問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ４年間の使用実績も踏まえ、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） 

 それでは、家庭につきましては、引き続き開

隆堂を採択いたします。 

 引き続き、保健についてでございます。保健

については、現在、学研教育みらいを使用して

おります。 
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 委員の意見を求めます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 保健につきましても、引き続いて学研を採択

することで特に問題はないと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 学研を採択でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。それでは、保健につき

ましては、学研教育みらいを採択いたします。 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの各種目の採択結果につ

いて、改めて確認を行います。 

 採択しました教科書は、国語、東京書籍、書

写、日本文教出版、社会、東京書籍、地図、帝

国書院、算数、東京書籍、理科、新興出版社啓

林館、生活、新興出版社啓林館、音楽、教育芸

術社、図画工作、日本文教出版、家庭、開隆堂

出版、保健、学研教育みらい。 

 以上でございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまから日程第２、議案第９

号、平成31年度使用中学校教科用図書の採択に

ついてを議題といたします。 

 まずは、大阪狭山市立中学校教科用図書選定

委員会の中川委員長から答申及び経過説明を願

うわけでございますが、委員の皆様には、あら

かじめ答申資料や教科書を十分ごらんいただい

ております。したがいまして、おおむね本市の

子どもたちにどのような教科書がふさわしいの

かについて、既にイメージしていただいている

ところであると思います。 

 ただいまから、改めて選定委員長より答申の

説明をいただき、その後、採択に係る重要なポ

イントについてのご質問やご意見をお願いした

いと思います。 

 また、選定委員長の説明につきましても、選

定時において最も重視した要素を簡潔に述べて

いただくようお願いいたします。 

 それでは、選定委員長からの説明を求めます。 

 中川選定委員長。 

中学校教科用図書選定委員長（中川誠己） 

 では、道徳について報告いたします。 

 学習指導要領では、特別の教科、道徳の目標

について、「よりよく生きるための基盤となる

道徳性を養う」ということが明示されておりま

す。また、そのための学習のあり方として、

「道徳的諸価値についての理解を基に、自己を

見つめ、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」ということが示されております。今回の

道徳の教科書につきましては、８社とも、学習

指導要領の目標達成に向け、適切な内容が取り

扱われています。 

 教科書の大きさや文字の大きさ、別冊がある

かないかなどについては異なっておりますが、

教材を読んで終わりではなく、目標に迫る授業

が行えるよう工夫されている点は、各社共通し

ております。ただ、その工夫のあり方にそれぞ

れ特徴があります。 

 選定項目に沿った各社の特徴は、配付いただ

いておりますお手元の資料にあります。ごらん

ください。 

 例えば、東書では、目標・内容の取り扱いの

欄にございますが、どの学年でも、話し合いの

手引きや郷土のことを考える、そういったこと

が掲載されている点などの特徴が見られました。 

 続いて、学図では、組織・配列の欄にござい

ますが、防災について考える資料を全ての学年

で取り扱っている点などの特徴が見られました。 

 続いて、教出では、創意工夫の欄にございま

すように、どの学年でも活動やロールプレイが

例示されており、体験的に学習を深められるよ

う工夫されている点などの特徴が見られました。 

 続いて、光村では、これは創意工夫の欄にご

ざいますが、教材ごとに「私の気づき」コーナ
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ーが配置されており、日々の学習で考えたこと

を書き込めるように工夫されている点などの特

徴が見られました。 

 続いて、日文では、組織・配列の欄にありま

すが、教材のまとまりごとに、「プラットホー

ム」というコラムが学習を深めるための補足資

料として掲載されている点などの特徴が見られ

ました。 

 次に、学研では、組織・配列の欄にあります

が、大判の教科書で写真なども大きく、視覚支

援の効果が考慮されている点などの特徴が見ら

れました。 

 続いて、あかつきでは、創意工夫の欄にあり

ますが、別冊「道徳ノート」に道徳的価値の解

説が掲載されている点などの工夫が見られまし

た。 

 最後に、日科では、内容の程度の欄にありま

すが、同じ主人公が共通して登場する教材を各

学年の発達の段階に応じた内容で掲載している

点などの特徴が見られました。 

 他の特徴につきましても、資料のほうにござ

います。ごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 説明ありがとうございました。 

 それでは、改めて、答申資料等をごらんいた

だきまして、各委員からの意見をこれから求め

ていきたいと思います。 

 ちょっとお時間置きますので、もし確認する

ことがあれば。 

 それでは、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 昨年、小学校の道徳の採択の折に、別冊があ

る教科書とない教科書、小学校のほうが多かっ

たように思うんですけれども、中学校について

も、ある教科書と、別冊ノートですね、道徳の

ノートがついている教科書とない教科書があり

ます。中学校においては、別冊ノートの取り扱

いについて何か意見が出ているでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 中川選定委員長。 

中学校教科用図書選定委員長（中川誠己） 

 賛否両方の意見があります。生徒が別冊に書

き込み、そこに学習の成果を蓄積していくこと

で、生徒自身は振り返りをしやすくなる、また

教員は評価の際に評価しやすくなるという意見

もあれば、別冊には発問が書かれておりますが、

その発問どおりに授業を進めようとすると、か

えって生徒の自由な意見を引き出しにくくなる

のではないかという意見もあります。 

教育長（長谷雄二） 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 今、別冊があるのは、中学校では日文とあか

つきの２社、小学校は３社あったかな。 

教育長（長谷雄二） 

 そうだと思いますね。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 日文の別冊は、いわゆる本体の教科書の発問

例に沿ったノート的な内容になっております。

そういった意味では、現場のほうで扱いやすい

のではないかなと思います。また、ノートの一

番下の欄に「自分へのふり返り」ということで、

道徳においては自己評価とかの問題が課題にな

っておりますけれども、この「自分へのふり返

り」が選択肢的になっている。きょうの授業の

内容は印象に残ったか、残らなかったとか、友

達の意見や話し合いから新しい発見に気づいた

か、気づかなかったとかいうような選択式にな

っていると。そういった意味では、文章表現が

苦手な生徒も学んだことを振り返ることができ

るように工夫されているように思いました。 

 それから、あかつきの別冊については、要は

本体と連携をもちろんしているんですけれども、
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いわゆる補充的な資料とか、あるいは発展的な

内容で構成されている。少し授業で取り扱って

いく場合に、非常に経験の浅い先生とか、ある

いは子供たち、生徒たちにとっても扱いにくい

んじゃないかというように感じました。ただ、

教科書で学んだ内容をさらに深めたり、あるい

は補足したりといった面では非常にいい別冊ノ

ートではないかと思いました。 

 ２つの別冊の教科書について、私自身感じた

ことです。 

教育長（長谷雄二） 

 今のご意見も踏まえまして、続けますか。 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 現在、中学校の道徳の時間は、ノートを使っ

て、もっと活用した授業を行っているんでしょ

うか、どうなんでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 中川選定委員長。 

中学校教科用図書選定委員長（中川誠己） 

 現状では、ノートではなく、教員がそれぞれ

の教材、狙いに即したワークシートを作成して

おりまして、そのワークシートを生徒たちに配

付して、生徒がそこに書き込みながら授業を進

めていくと、そういう授業が多いのが現状だと

思います。 

教育長（長谷雄二） 

 河合委員。 

教育委員（河合洋次） 

 ワークシートを活用して授業を現状されてい

るということですので、別冊があるなしにかか

わらず、状況に応じて教職員のほうがワークシ

ート等を利用して、活用して、工夫して授業を

していけると思いますので、別冊があるかない

かでは判断しないほうがいいと思いますね。 

教育長（長谷雄二） 

 わかりました。 

 今、別冊のあるなしでご意見をいただいてお

ります。委員の皆さんのご意見でいえば、今回

の採択に当たって、別冊があるかないかでは判

断をしないというか、中心に置かないというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「異議なしです」の声あり） 

 はい、わかりました。 

 という確認を今ちょっと私のほうでさせてい

ただきました。 

 それでは、別の観点から、さらにご意見をお

伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 教科書の厚さとか、あるいは分量、それから

大きさですね、それぞれ各社で違いがあって、

取り扱う教材の文章量が多い場合と、読み取っ

て内容を理解することに多くの時間を費やして

しまうのではないかと思います。また、ともす

ると文章が多くて読み取りに時間がかかっては、

道徳の本来の授業にはならないと思いますので、

余り国語と同じような授業になってもいけない

と思います。 

 そういった意味で、発問例が単に国語の読み

取りというか、文章内容の読み取りのような発

問になっているのではなくて、生徒一人一人が

じっくり考えることができて、しかも生徒間で

多様な意見が、考えが出せるような、そういっ

た発問になっているのか、そういった観点は道

徳の教科書を採択する上で私は大事かなと思っ

ています。 

教育長（長谷雄二） 

 河合委員。 

教育委員（河合洋次） 

 今の山崎委員の意見と私も同意見で、やっぱ

り発問例とか学習の手引きとかが詳し過ぎると、

生徒にとっては、こういう答えがあるとか、こ

ういうふうに考えるべきと押しつけられている
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と感じる人もいると思うんです。やっぱりいろ

いろ自由に考えて議論するというのが大事やと

思いますので、多様な思考というのが失われな

いような内容が望ましいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 田川委員、何かありますか。 

教育委員（田川宜子） 

 山崎委員や河合委員の意見もあるんですけれ

ども、その一方で、経験年数が少ない先生方に

とっては、ある程度発問例があったほうが使い

やすいのではないかなと、教科書を見させてい

ただいて思いました。 

 例を挙げたら、東書の１年生の52ページをご

らんいただけるでしょうか。そこに「情報モラ

ルと友情」という教材があるんですけれども、

教材の最後の55ページのところに３つの発問例

というのが示されているんです。１つ目が「主

人公の気持ち」、２つ目が「ネットに投稿する

ときの注意点」、３つ目が「友情に対する自分

の考え」というふうに発問例がとても明確に示

されているんです。なので、授業をする先生に

よってばらつきがなく、学習の目当てにずれが

生じにくくなるんじゃないかなと思います。教

材の狙いとする道徳的な価値にも迫りやすくな

っているのではないかなと思いました。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、ありがとうございました。 

 今、教師の指導力という観点の話にもなって

いるんですけれども、中川委員長、何かその点

で意見なりありますでしょうか。 

中学校教科用図書選定委員長（中川誠己） 

 先ほど田川委員がおっしゃったとおり、経験

年数が少ない教員も本当に多くなっております。

そういう教員にとっては、教材が狙いとする道

徳的価値に迫るために、ある程度発問例が明示

されているほうが活用しやすいのではないかと、

そういう意見も出されておりました。 

 ただ、今回の学習指導要領の改訂では、道徳

の授業としては「考え、議論する」、そういっ

た授業が求められております。先ほど述べまし

たが、生徒が押しつけではなく自分で問いを持

つことができるような授業づくりが、これから

は大変重要になってきます。思考を促す教員の

発問と、生徒の自発的な思考とをバランスよく

組み合わせていくことが大切だと考えます。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。もう委員長おっしゃ

る部分で、今後、小学校は既に、中学校も道徳

の教科化という分では、教師の発問だけでなく

て、道徳という教科に対する姿勢と、やっぱり

指導力というのは問われていると、本題からそ

れて申し訳ないんですけれども、いい道徳の授

業という部分でいえば、さらに教員の研修はき

ちんとすべきかなと、私の私見ですけれども、

ここで意見を述べさせていただきました。あり

がとうございました。 

 では、また改めてほかのご意見をお伺いした

いと思います。 

 河合委員。 

教育委員（河合洋次） 

 私がいいと思ったのは、東書と学研です。 

 まず、東書なんですけれども、絵と写真と文

章の配置のバランスがすごいよく感じました。

ですので、すごく見やすい道徳の教科書になっ

ていると思っています。 

 学研なんですけれども、発問例、大体見てい

ただいたらわかると思うんですけれども、数を

少なくして絞られているんです。やっぱりこう

いった発問例、少ないほうがじっくりと考える

という観点からすれば、すごいいいんじゃない

かと。中学生という発達段階ですので、余りそ

ういう発問例は詳しくしないほうが、やっぱり

自由に考えられてよいのではないかと思ってい

ます。ですので、学研もいいかなと思いました。 
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教育長（長谷雄二） 

 河合委員のほうから、ちょっと絞り込んで教

科書のご発言をいただきました。関連して。 

 田川委員。 

教育委員（田川宜子） 

 私も絞り込んでということで。全て見させて

いただいて、別冊あるなしも全部見させていた

だいたんですが、私は東書が一番見やすくてと

思ったので、東書を推薦したいと思います。 

 東書をごらんいただきたいんです。巻末175

ページに…… 

（「何年生」の声あり） 

 何年生でも大丈夫なんです。私、今１年生を

見させてもらっているんですけれども、学年に

よって色が違うんですけれども、東書です。東

書の１年生はちょっとピンク色がついていたり

するんですけれども、２年生とか３年生はブル

ーがついていたりなんです。55ページの後ろに、

巻末にぺらっとついているんです。３枚ついて

いるんですけれども、これ、学期ごとの学習を

振り返って、そのページにささっと書き込める

ところがいいかなと思いました。 

 また、この振り返りなんですけれども、切り

取り線がついているんですね。なので、提出し

て、先生が生徒の考え、どんなことを考えてい

るのかなとかいうのをつかむのにも活用しやす

そうだなと思いました。そのまま巻末をずっと

進んでいただくと、心情円というのがついてい

るんです。虎ちゃんの絵が描いてある心情円と

いう円がついているんですけれども、これ、書

き込むというだけ以外にも、心の状態とかを、

この円を組み合わせてどのぐらいとか、自分で

大体のパーセンテージを出して、誰もが授業に

参加できて工夫されているなと思いました。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 東書、学研というご意見。ほかの教科書での

ご意見。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も、東書は教科書としてはよくできている

と確かに思いますし、工夫もあると思うんです

が、ちょっと違う出版社で日文の教科書を少し

推薦したいなと思います。 

 日文の教科書のいいところが幾つかあって、

まずは３ページのところ、各学年３ページのあ

たりですが、道徳科で学ぶこと、「道徳科での

学び方」というのがはっきり書いてあって、先

ほど中川委員長からもありましたけれども、気

づいて、考えて、議論するというのが今回の改

訂の主なので、それがすごくはっきりしていて、

学ぶ生徒にも教える側の教師にも意識化しやす

い。まず最初にそれが上げられているのも大事

だなと思っています。 

 それから、私が持っているのは２年生ですが、

２年生でいうと20ページになるんですが、どの

単元でもいいんですけれども、例えばこの「最

後のパートナー」という20ページにある盲導犬

のお話なんですけれども、それでいきますと24

ページのところに、問いとしては「考えてみよ

う」という問いと「自分に＋（プラス）１」と

いう問いを設定していて、それはもう別冊のほ

うでも書かれているんですが、この「考えてみ

よう」のところで基本的に登場人物、主人公の

心情に沿って読み取っていくとともに、「自分

に＋（プラス）１」のところで、もう少し自分

自身に引きつけて考えるということがあります。

例えば、これだったらニシダさんはどう思って

いたのかということを聞いた後、自分自身のこ

とについて考えたことを書くという構成になっ

ていて、この２種類の問いがとても整理されて

いて、いいなと思いました。授業での活用がし

やすいんじゃないかと思います。 

 先ほど山崎委員からもありましたように、国
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語の授業ではないので、主人公の気持ちを読み

取るだけではなくて、主人公が行動をとった理

由のところ、心の動きなり葛藤なりという、ま

さに道徳の心情を丁寧に問う形になっているの

で、最初の趣旨である気づく、考え、議論して、

深める、見つめて活かすということを非常に中

学生が取り組みやすい、中学生が考えて感じや

すいものになっているのが、一番感じたのが日

文の教科書でしたので、ほかもよくできている

とは思うんですが、日文はその点がとても活用

しやすいと感じたので、日文を推薦したいなと

思います。 

教育長（長谷雄二） 

 私も長瀬委員の今のご意見というのは、非常

に日文が、当を得ているかなと。ほかにも二、

三社そういう教科書はあるんですけれども。 

 あと、山崎委員も意見をお聞きしておかない

と。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 私も、実は長瀬委員の意見とほぼ同じような

考えなんです。先ほどご意見ありましたように、

初めのところの道徳科で学ぶこと、どの学年も

なんですけれども、４コマの絵を使って、そし

て非常にわかりやすく説明があり、学び方につ

いても今度は写真ですね、生徒たちの写真、こ

こでも気づく、考え、議論する、深め、見つめ

る、活かすということで、まさにこれから求め

られている道徳の授業のあり方というか、流れ

というか、そういったものをわかりやすく説明

できている、生徒にとっても先生にとってもわ

かりやすいんじゃないかなと思いました。 

 ほかに日文のいいところとしては、人権の取

り扱いについて非常に配慮されているように思

いました。その中でも、今日的課題であるいじ

め問題、全学年の目次を見ていただけたらわか

るんですけれども、特に１年生段階のところで、

学期ごとにいじめと向き合う、１、２、３とい

うような形で取り上げているわけなんですね。

非常に、もういじめは絶対許されないよという

メッセージを目次の中で示しているような。テ

ーマ別の目次でも、一番最初に、いじめと向き

合うというような、そういうものが配置されて

いるといった点で、いじめ問題を非常に重要視

して取り扱われている。もちろんほかの教科書

もそうなんですけれども、特に日文は力を入れ

ているように思いました。 

 小学校から中学校に上がってきたときに、新

しい友達、新しいクラスの中で、せっかく夢と

希望を抱いて入ってきた子が、いじめ問題でつ

らい思いをする、中学校生活が暗くなる、こう

あってはならんぞというような、そんな感じを

道徳の授業を通して子供たちへのメッセージに

しているんじゃないかなと。 

 また、表紙だけでは決められませんけれども、

日文の表紙が私気に入っているんですけれども、

１年生では、同じ学年の男女４人かな、後ろの

ほうにもいますが、高台に上っていっている、

２年生では、今度は老人ホームに行っているん

でしょうか、お年寄りとの交流を、３年生では、

外国の仲間を案内しているというような、表紙

一つ見ても人権に対しての取り扱いが感じられ

るということと、それから一番最後の著者欄の

中で、例えば今、北大阪の地震とか豪雨災害と

か、まさに非常にそれでつらい思いをしている

方が多いんですけれども、防災・安全教育に関

する校閲ということで、よくテレビなんかに出

ておられる関西大学の河田先生ですか、あるい

は人権・法教育に関する校閲、堀田先生か、あ

るいは特別支援教育、これはほかの教科書にも

ありました。特別支援教育・カラーユニバーサ

ルデザインに関する校閲ということで、国立特

別支援教育総合研究所の客員研究員とか、こう

いった専門家がいわゆる編集協力者として名を

連ねていたり、そういった面でもさまざまな観
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点から人権に対しての取り扱いについて配慮さ

れているように、私は日文に対して思いました。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、ありがとうございます。 

 ほか、ご意見、つけ加え等ございませんでし

ょうか。 

 そろそろまとめに入りたいと思います。 

 今までのご意見を伺っておりますと、東書と、

それから日文の両意見が並立しているのではな

いかと私は理解しておりますけれども、東書と

日文で採決を行いたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。よろしいですか。 

 はい。そしたら、私も含めまして、今までの

ご意見を踏まえた中で採決を行いたいと思いま

す。時間もかなりたっております。 

 それでは、道徳の教科書に東書を推薦する委

員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 ２名。ありがとうございます。 

 続いて、日文を推薦する委員の挙手を求めま

す。 

（賛成者挙手） 

 私を含めまして、道徳の教科書につきまして

は、日本文教出版を採択することに決定いたし

ます。 

 本日の決定に至るまで、保護者代表の方も含

めて、中川委員長につきましては、本当に選定

委員、私ども教育委員会の適切な判断となる材

料を提供いただきまして、この場をかりて改め

て厚く御礼申し上げます。ありがとうございま

した。 

 それでは、引き続き次の議案に移りたいと思

います。 

 日程第３、報告第19号、大阪狭山市児童生徒

就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱につ

いてを議題といたします。 

 担当者に説明を求めます。 

 尾島学校教育グループ課長。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、報告第19号、大阪狭山市児童生徒

就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱につ

いてご説明いたします。 

 お手元の資料１ページにございます要綱をご

らんください。 

 要綱の内容につきましては、１ページから３

ページ、その後ですけれども、様式について６

ページまでお示ししております。 

 このたびの改正でございますが、小中学校へ

の新入学に当たりまして、入学準備品の購入が

困難な児童または生徒の家庭を援助するために、

入学準備費を入学前に支給できるよう所要の改

正を行うものでございます。 

 それでは、改正の要綱について、７ページの

新旧対照表をごらんいただきながらご説明いた

します。 

 まず、第１条の関係でございますが、改正前

は、支給の対象者につきまして、「経済的理由

によって就学が困難な児童又は生徒の保護者」

とさせていただいておりましたところ、改正後

はそこに「就学予定者の保護者」という文言を

つけ加えてございます。 

 続いて、第２条についてですが、２番で就学

予定者について定義を定めて、用語の整理をし

ております。 

 続きまして、第３条については、改正前は

「委員会」という文言が２条で出ておりました

ので、そこで用語説明をしておりましたが、申

し訳ありません、第３条にて就学、委員会とい

う文言について説明しておりましたが、それが

改正後には第２条で委員会という文言が出てお

りますので、それについて整理させていただい

ております。 

 続いて、第４条ですが、就学援助費について
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途中転出入等により他市町村から就学援助に係

る支給を受けた場合は、当該支給状況に応じて

支給額を減額して適用することを定めて、第８

号、第９号に、支給費目に「小学校入学準備

金」及び「中学校入学準備金」という文言を加

えるとともに、前年度に入学準備金の支給を受

けた者並びに生活保護法第13条に規定する教育

扶助を受けている支給対象者には、新入学児童

生徒学用品費等を支給しないということを文言

として加えております。 

 それから、第５条につきましては、就学予定

者の保護者の申請方法について定めるとともに、

申請書を「別記様式」としておりましたものを

「様式第１号」と呼び方を改めております。 

 それから、第６条関係につきましては、審査

結果の通知先について定めております。 

 また、第10条につきましては、返還の例外に

ついて定めるものとしております。 

 以上、ご審議につきまして、よろしくお願い

いたします。 

教育長（長谷雄二） 

 今の担当の説明で何かご意見、ご質問等ござ

いませんでしょうか。 

 どうぞ。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 この制度の対象は、もちろん来年度の入学生

からですね。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 はい、そのとおりでございます。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 その周知についてはどのように。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 既に今小学６年生の児童が中１になるケース

でございますが、これについてはこの８月に発

出する就学援助の決定通知とともに、この内容

について周知する文書を差し込みまして、この

ような制度があるということを周知いたします。 

 新入学の新１年生につきましては、当該年齢

の家庭に10月中旬に案内を配布する予定をして

おりまして、１月末までに就学届とともに、希

望の家庭については申請くださいという内容の

案内をさせていただく予定をしております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいですか。これまでも山崎委員なり各

教育委員さんから、この制度改正については早

くするほうが子供の実態に合っているというこ

とでご意見いただいておったんですが、なかな

か踏み切れなかった、公平公正ということで条

例改正に基づいて適切に今後執行していただけ

たらと思うんですが。 

 これ、要は今小学校６年生で就学援助を受け

ておられるご家庭、それから新１年生で受けて

おられる方の入学準備金については前渡しする

という制度なんですが、それは当然入学準備金

が先にあることで安定して子供たちの入学の準

備ができるという制度なんですけれども、別に

絶対入学前にもらわないといけないということ

ではないんですか。 

 はい、担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 そのとおりでございまして、入学後に申請す

ることで入学準備金を受け取るということもで

きるようになっております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 これは、行政内部の話になるけれども、煩雑
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になることで何か瑕疵が起こらないように、担

当の人数にも制約がありますので、ぜひともこ

の制度がうまく定着できるように配慮していた

だけたらと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 この件につきまして、どうでしょうか。よろ

しいですか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 日程第３、報告第19号、大阪狭山市児童生徒

就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱につ

いては承認されました。 

 これをもちまして、教育委員会定例会議を閉

会いたします。 

                  以上 
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