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                午前10時      開議 

                市役所３階   委員会室 

 

出席委員（４名） 

  長谷 雄二  教育長 

  阪本 栄   委員 

  長瀬 美子  委員 

  田川 宜子  委員 

 

出席事務局の職員 

  山﨑 正弘 教育部長 

  田中 典子 教育部理事 

  松本 幸代 こども政策部長 

  楓  仁孝 教育部次長兼歴史文化グループ課長 

  酒匂 雅夫 教育部副理事兼学校教育グループ課長 

  中森 祐次 教育部副理事兼社会教育・スポーツ振興グループ課長 

  北野 真也 教育総務グループ課長 

  寺本 芳之 学校給食グループ課長 

  東野 貞信 子育て支援グループ課長 

  浜口 亮  保育・教育グループ課長 

  酒谷由紀子 学校教育グループ参事 

  吉川 豊  小学校教科用図書選定委員長 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ課長補佐 

  中村 圭吾 教育総務グループ主任 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第10号 平成30年度使用小学校教科用図書の採択について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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教育長（長谷雄二） 

 それでは、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。 

 本日は、この後の議案ということで教科書採

択がございます。その結果、本日11名の方から

傍聴の申し込みがございましたので、これを許

可したいと思います。 

 事務局、傍聴人を会場へ案内してください。 

 よろしいでしょうか。傍聴完了ですね。 

 それでは、平成29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、阪本委員、長瀬委

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

りますが、主な報告についてお話しさせていた

だきます。 

 ７月２日、平成29年度大阪狭山市母子寡婦福

祉大会で挨拶をいたしました。 

 ７月４日、第１回教科書（道徳）の教育委員

学習会を実施いたしました。 

 ７月５日、大阪狭山市学校保健会総会で挨拶

をいたしました。 

 ７月10日、大阪狭山市いじめ問題等対策委員

会で挨拶をいたしました。 

 ７月11日、平成29年度大阪狭山市就学支援委

員会に出席し、挨拶をいたしました。 

 ７月20日、大阪狭山市学校給食理事会に参加

し、挨拶をいたしました。 

 主な報告につきましては、以上でございます。

あとは一覧表をごらんいただけたらと思います。 

 ただいまの報告につきまして、委員の皆様、

ご意見、ご質問等、ございませんでしょうか。 

 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、日程第１、議案

第10号、平成30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。 

 まず、これからの話し合いについては、大阪

狭山市立小学校教科用図書選定委員会の吉川委

員長から答申及び経過説明を願うわけですが、

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、委員長からの報告につきましては、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

いていることと思います。 

 ただいまから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、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。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 それでは、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います。

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、

物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方に

ついての考えを深める」ということが示されて

います。 

 今回の道徳の教科書については、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

なっていますが、資料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

は共通しています。ただ、その工夫のあり方に

特徴があります。 

 選定項目に沿った各社の特徴はお手元の資料
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にありますが、例えば東京書籍では、１つの読

み物資料につき学年に応じて１つか２つ程度発

問例が示されている点など、学校図書では、

「気を付けよう、気づかおう」のコーナーで実

際の場面における行動について考えられるよう

にしている点など、教育出版では、学びの手引

き、発問が番号順で示され、各学年にロールプ

レイが扱われている点など、光村図書出版では、

学びの記録のコーナーを設け、学習の感想を書

き込めるようになっている点など、日本文教出

版では、１年生で役割演技の様子が写真で掲載

され、児童がイメージしやすいように配慮して

いる点など、光文書院では、各資料とも、内容

について考える発問と行動について考える発問

が掲載されている点など、学研教育みらいでは、

資料に応じて２種類の学習の流れが示されてい

るとともに、活動的な学習の例が示されている

点など、廣済堂あかつきでは、３年生以上で学

習の道筋に授業の狙いと発問が詳しく示されて

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にございます。

ごらんいただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございました。 

 それでは、いただいた資料をごらんいただき、

各委員からの意見を求めます。 

 なお、選定委員長からは発行会社名をフルで

おっしゃっていただきました。各委員のほうは

略でも結構ですので、ご意見のほう、よろしく

お願いしたいと思います。何かございませんで

しょうか。 

教育委員（阪本 栄） 

 質問なんですが、先ほどおっしゃいましたよ

うに、別冊があるものと、それから別冊がない

ものというふうにあるようですけども、現場と

いたしましてはどちらのほうが扱いやすいんで

しょうか。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 その点につきましては、どちらとも言えない

と思います。別冊があることのよさとないこと

のよさがそれぞれあると考えられます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

教育委員（田川宜子） 

 別冊なんですが、たくさんマス目があって、

今、あかつきの３年生の別冊を見せてもらって

いるんですけど、書き込むところがたくさんあ

って、これをいっぱい書かないといけないんだ

と子どもが感じると、ちょっと授業への期待よ

りも書くという負担が子どもには大きいのかな

と思ったりもするんですが、授業をする先生に

とってはどうなんでしょうか。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 別冊があると授業がしやすいと考える、そう

いった教員がいるかもしれませんが、逆に別冊

がないほうが流れに縛られずに授業ができてよ

い、そんなふうに感じる教員もいると考えられ

ます。 

教育委員（阪本 栄） 

 わかりました。 

 それでは、別冊については扱い方次第という

ことかと思います。別冊があるかないかだけで

は判断しないほうがよろしいかと思います。あ

りがとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかの観点でどうでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 今は別冊の観点でしたけど、それぞれ発問の

記載があるかと思うんですが、発問の記載につ

いても同様のことが言えると思います。 

 資料ごとに発問の例があったほうが授業がし

やすいと思う先生もいらっしゃるでしょうし、

また、その発問に縛られて独自のものがしにく

いと感じる人もいるんじゃないかと思います。
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例えば教育出版６年生35ページの学びの手引き

では具体的な発問が５つ挙がっているんですけ

ど、発問そのものが悪いということではないで

すし、役割演技についても記載されているんで

すけども、かなり限定的な、明確な発問になっ

ていて、ちょっとはっきりし過ぎかな、書き過

ぎかなと感じるんですが、説明が詳しく書かれ

ていることで、こうでなきゃいけないとか、こ

う答えるのが正解だというような、子どもたち

に押しつけられた感があると、先ほど説明があ

ったような本来の道徳の目標とは違ってくるの

かなと思うんですが、この詳細な発問の例など

については、選定委員の方々は何かご意見があ

ったでしょうか。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 やはり経験の浅い教員にとっては、このよう

に発問の例というのが参考になりそうだと、そ

ういった声もありました。ただ、その一方で、

余り詳しく書いてあると別な展開で授業を展開

しにくいんじゃないだろうかと、そういった声

も一方でございました。 

 大阪狭山市の学校ではこれまで実践を積み重

ねてきておりますので、詳しい発問例が仮にな

かったとしても、授業で子どもたちの考えを深

めることができるんじゃないかなと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 長瀬委員、よろしいでしょうか。 

教育委員（長瀬美子） 

 はい。ありがとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 いずれにしても、少しこの選定の流れからは、

私、違う発言なんですけど、これからより道徳

の授業力を高めることが学校現場にとっても大

きな課題ということでいいんでしょうね。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 はい、そうでございます。 

教育長（長谷雄二） 

 そうしましたら、別の観点からご意見をお願

いいたします。 

教育委員（田川宜子） 

 私には、小学生の子がいるんですけど、初め

て教科書を手にしたときに道徳の授業って楽し

そうと思ってくれたらいいかなと思います。そ

ういう意味では、東書なんかは絵もきれいだし、

見開きも割ときれいですし、いいかなと思って、

あと学研さんですが、最初の見開きの絵がぐっ

ときれいというのがすごく印象的でいいかなと

思うんです。 

 東書４年の５ページの見開き、これなんかは

すごくイラストも多くていいなと思うんですが、

子どもたちが見て楽しみに感じるかなと。あと

80ページ、81ページを見せてもらって、２ペー

ジ使ってかなりイラストが印象的でいいかなと

思いました。 

 学研は、教科書自体、全体的に文字も大きい

ですし、紙面も大きいですし、見やすいかなと

いう点がいいかなと思います。114ページ、115

ページに「ブランコ乗りとピエロ」というお話

が載っているんですけど、この挿絵なんかはと

ても迫力もあるし、子どもが授業を進めていっ

て、教科書をめくりながらわくわく感がすごく

感じられていいんではないかなと。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 具体的に、今、田川委員のほうから、ページ

を指定されてイラスト等のご意見がございまし

た。 

 それに関連して、引き続きご意見をお伺いし

たいんですが。 

教育委員（阪本 栄） 

 私は、日文と学研がよいかなと思っておりま

す。 

 特に日文を見ますと、授業の流れがとても見

やすく説明されています。例えば３年生の教科
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書の22ページ、23ページのところなんですが、

石ころをよく見て自分のよさに気づくことがで

きるように、写真を使って流れが示されており

ます。また、発問は教員が工夫できるようにな

っているので、授業を進めやすいんではないか

と思います。 

教育委員（長瀬美子） 

 私も、阪本委員と同じように、日文の教科書

はよくできている、わかりやすい教科書だと思

うんですが、学研がいいんじゃないかなと思っ

ているので、学研のいいと感じたところを申し

上げたいと思います。 

 先ほども申しましたけども、教員がこれをこ

うするんですよと教えるんじゃなくて、子ども

が気づく、あるいは自分自身が問いを持って考

えるというのが大事なんじゃないかなと思った

ときに、子どもが考えやすい、あるいは問いを

持ちやすい構成がいいという観点でいいますと、

学研が考えられていると思うんです。 

 例えば学研６年生の10ページのところでは、

３枚の写真で「どんな心が見えますか」という

問いがあるんですけど、こういうことを問いな

さいということは、はっきり書いていないんで

すが、写真を見ながら子ども自身が問いを持て

るようにしていて、どうしてなんでしょうとい

うことを考えやすいような構成にしているので、

子ども自身が自分から主体的に問いを持って考

えて、大切なことに気づいていくということが

６年生の教科書を見る限りしやすいと思うので、

学研の構成がよいと思って評価しています。 

教育長（長谷雄二） 

 今、長瀬委員から子どもがみずから問いを持

つというお話がありましたけども、その辺、選

定委員で何か議論なり出ましたでしょうか。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 おっしゃるとおり、選定委員会でも委員の皆

さんから、子どもが、押しつけではなく自分で

問いを持つことができるようにすることが大切

だという意見が出されていました。特に今回の

学習指導要領の改訂で、考え、議論する授業が

求められております。「児童自らが考え、理解

し、主体的に学習に取り組むことができるよう

にすること」と学習指導要領の中にも示されて

おります。そういう意見も多々出ておりました。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 ほかにご意見、ございませんでしょうか。 

教育委員（阪本 栄） 

 私は、日文を推薦したいと考えております。

教科書を手にするときに表紙の印象というのは

非常に大事じゃないかなと考えております。そ

の点で日文の教科書の表紙を見ますと、他社と

違いまして、イラストではなくて子どもさんの

写真が使われております。子どもさんにとって

も非常に親しみやすいということがあるんでは

ないかと考えます。 

 日文３年生の教科書の２ページから４ページ

のあたりを見ますと、イラストとか写真を中心

に、道徳とはどんな学習をするのかということ

がわかりやすく示されていると思います。子ど

もにとっても、よりよく生きるために大切なこ

とを考えやすいかと思います。 

 それから、発問の例を見ましても、「考えて

みよう」とか「見つめよう 生かそう」の１つ

ずつで、子どもが押しつけということを感じな

いような表現になっていると感じております。 

教育長（長谷雄二） 

 ほかはどうでしょうか。 

 今日ご意見をいただいている分も踏まえて、

先だっての学習会、それから、教科書展示の中

での市民の方々のご意見も総合的に踏まえて、

今日議論していただいているというふうに私は

認識しております。 

 ご意見を伺っておりますと、日文と、それか
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ら学研という２社に絞られているのではないか

と、意見が分かれているというか、絞られてい

ると認識しておりますが、それでよろしいでし

ょうか。 

 特にそれ以外に他社でということのご意見も

ないようですので、日文と学研で採決をただい

まから行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、道徳の教科書、平成30年度使用教

科用図書採択、道徳についての採決をいたしま

す。 

 道徳の教科書に日文を推薦する委員の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

 それでは、続いて、学研を推薦する委員の挙

手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま採決を行いました。大阪

狭山市平成30年度使用教科書、道徳の教科書は、

学研を採択することに決定いたします。 

 ご論議、ありがとうございました。 

小学校教科用図書選定委員長（吉川 豊） 

 どうもありがとうございました。 

教育長（長谷雄二） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして本日の議案は全

て終了でございます。教育委員会定例会議を閉

会いたします。 

                  以上 
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