
 

 

- 1 - 

平成30年度第５回第12地区教科書採択教育委員会協議会の概要 

 

１ 日時  平成30年７月30日(月) ９時55分から10時17分 

２ 場所  十勝教育研修センター 第２研修室 

３ 出席委員 

  会 長 菅野 勇次(幕別町) 

  副会長 宮原 達史(音更町） 

  監 事 笹原 博 (広尾町)  

武田 孝憲(芽室町)   

  委 員 堀江 博文(士幌町)  小堀 雄二(上士幌町) 武田 芳秋(新得町) 

  伊藤 登 (清水町)  高橋 雅人(中札内村)  荻原 正 (更別村) 

板谷 裕康(大樹町)   加賀 学（池田町） 山本 芳博(豊頃町)   

久門 好行(浦幌町)    佐々木基裕(本別町)  藤代 和昭(足寄町) 

野下 純一(陸別町) 

４ 欠席委員  大井 和行(鹿追町) 

５ 代理出席  草野 礼行（鹿追町：学校教育課長） 

６ 出席した事務局職員（幕別町教育委員会） 

      教育部長 岡田 直之  学校教育課長 山端 広和  学校教育係長 塚本 真敏 

      学校教育係主事 小林 夏美 

７ オブザーバー（十勝教育局）  教育支援課長 西川 忠克  義務教育指導班主任指導主事 山田 圭介   

８ 傍聴者 なし 

９ 協議 

（菅野会長） 

  ただ今から、平成30年度第５回第12地区教科書採択教育委員会協議会を開催いたします。 

  議事に入ります前に、事務局から事務報告をいたします。 

 

（塚本学校教育係長） 

  本日の会議につきましては、鹿追町の大井委員の代理として草野学校教育課長の出席をいただいております。 

規約第９条第４項の規定による３分の２以上の出席がありますので、本会議が成立しておりますことを報告

いたします。 

  また、十勝教育局からは、西川教育支援課長、義務教育指導班 山田主任指導主事にご出席をいただいてお

ります。 

  以上です。 

 

（菅野会長） 

  本日は、平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）について、の審議を行います。 

本日は、前回の会議でもお諮りしましたとおり、８者から２者に絞り込みを行うための審議を行い、次回、

第６回協議会において、１者を決定するということでよろしいでしょうか。 

 

（委員一同） 

  異議なし。 

 

（菅野会長） 

  本日の協議会では８者から２者に絞り込み、次回第６回協議会において１者に決定することといたします。 

  次に本日の会議は、採択の公正確保の観点から、規約第９条第６項の規定に基づき、非公開とすることにご

異議ございませんか。 

 

（委員一同） 

  異議なし。 

 



 

 

- 2 - 

（菅野会長） 

  異議なしと認め、本日の会議は非公開といたします。 

  それでは、「協議案第６号 平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）の審議及び決定について」

を議題といたします。 

  委員の皆さんからの発言をお願いします。 

 

（小堀委員） 

  どの教科書も検定を通っており、内容等は素晴らしいものがありました。 

道徳の学習では、自分の考えをもとに、書いたり、話し合ったりするなど、言語活動がとても大切だと思い

ます。教材ごとに書き込み欄が設けられているとともに、巻末にホワイトボード用紙が収録されており、自分

の 考えを書いたり、それをもとに話し合ったりするなど、言語活動の充実を図ることができるよう配慮され

ている、まずは東京書籍が良いと思いました。また、教材ごとに授業で学んだことや感じたことを振り返る「私

の気づき」を用意するとともに、巻末に自己評価の記録用紙「学びの記録」を収録し、言語活動の充実を図る

ことができるよう配慮されている光村図書の２者が良いと考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、上士幌町 小堀委員から道徳の学習では言語活動が大切であるという観点から、言語活動の充実を

図ることができるよう配慮されている東京書籍と光村図書が良いという意見をいただきました。 

  ほかにございませんか。 

 

（久門委員） 

  いずれの教科書も特色があり優れていると思いますが、２者を選ぶとなりますと、まず道徳科というのは、

ほかの教科でもそうですが主体的、対話的でその学びを通して豊かな道徳性を育むことが重要であると考えて

おります。 

  先ほど小堀委員もおっしゃっておりましたが、言語活動に関する視点から見てみました。導入で学習のねら

いを明確になっている教科書、そして見通しを持って授業に取り組めるようになっている。終末に「学びの道

しるべ」を設けて物事を多面的・多角的に考えるための発問を示してあり、そして、生徒の対話的な学びをさ

らに深めるなど、言語活動の充実を図る工夫がなされているのは教育出版だと考えています。もう１者は生徒

が自ら考え、論理し、道徳的価値の理解を深めるために、別冊「道徳ノート」の収録や、教材ごとに主題名や

発問例を提示するなど、言語活動の充実を図る工夫がなされている日本文教出版が優れているのではないかと

考えております。 

 

（菅野会長） 

ただ今、浦幌町 久門委員から同じく言語活動に関する視点から教育出版と日本文教出版が良いという意見

でありました。 

  ほかにございませんか。 

 

（武田（芳）委員） 

  いじめ問題の観点でお話ししたいと思いますが、「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」となった背景には、

「大津のいじめ自殺」など痛ましいいじめの問題があることから、いじめの問題や生命尊重に関する３つの教

材をまとめたユニットを構成し、いじめの問題に向き合える工夫がなされている東京書籍と、いじめ防止対策

推進法の観点を取り入れ、「いじめの防止」を重点テーマとした教材を用意し、いじめの問題に向き合えるよう

配慮がなされている学研が良いかと思っております。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、新得町 武田委員からいじめの問題への対応という視点から、いじめの問題に向き合える工夫がな

されている東京書籍と学研が良いという意見をいただきました。 

  ほかにございませんか。 
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（加賀委員） 

  道徳においては、問題解決的な学習への対応も重要な視点であると考えております。答えが一つではない道

徳的な課題を一人一人が自分の関わりとして考える教材により、生徒が主体的に議論する活動を促し、問題解

決的な学習活動の充実を図る工夫をしている日本教科書がよろしいのではないか思います。もう１者につきま

しては、登場人物が判断を迫られる教材や、異なる立場からの考え・意見を取り上げた教材を用意し、問題解

決的な学習活動ができるようになっている教育出版、この２者がよろしいのではないかと考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、池田町 加賀委員から問題解決的な学習への対応という視点から、生徒が主体的に議論する活動を

促すなど、問題解決的な学習活動ができるようになっている日本教科書と教育出版が良いという意見でありま

した。 

  ほかにございませんか。 

 

（笹原委員） 

  私は今回の２者の選択として、はじめに持続可能な社会の発展など、現代的な課題に関する学習も重要であ

り、「地球と地域の未来のために」をテーマに、関連ある複数の教材を用意し、現代的な課題に関する学習が充

実するよう工夫がなされている学研と、「環境」と「貧困」などの問題について、発達の段階に即して道徳的な

観点から教材を用意し、社会の持続可能な発展など、現代的な課題に関する学習が充実するよう工夫がなされ

ている日本文教出版が良いのではないかと思います。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、広尾町 笹原委員から現代的な課題に関する学習も重要であるという観点から、「地球と地域の未来

のために」をテーマに、関連ある複数の教材を用意している学研と、「環境」と「貧困」などの問題を取り上げ

ている日本文教出版が良いという意見をいただきました。 

  ほかにございませんか。 

 

（佐々木委員） 

  新得町と同様にいじめ問題に関する観点から発言をさせていただきます。いじめの問題に関する教材という

観点では、１学年から３学年の合計で 35ページあり、「人権」などをテーマとした教材を多く利用し、いじめ

の問題について考えさせるような工夫がなされているあかつきと、同じく１学年から３学年の合計で 33ページ

あり、１つのテーマを多面的・多角的に考えるような工夫がなされている東京書籍が良いと考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、本別町 佐々木委員からいじめの問題に関する教材という観点で、関連教材を多く用意しているあ

かつきと東京書籍が良いという意見でありました。 

  ほかにございませんか。 

 

（武田（孝）委員） 

  いじめ問題の対応について、意見を述べさせていただきます。いじめの問題対応については、インターネッ

トやＳＮＳのといった情報モラル教育も大変重要であると考えております。このような観点から、教科書採択

参考資料を見ましたが、学校図書は「自主、自律、自由と責任」の項目において、情報モラルの問題を過不足

なく扱っておりますし、１学年から３学年で扱っている教材が 30ページでありました。光村図書もすべての学

年において、教材とコラムを組み合わせて掲載し、教材とコラムを関連させ、道徳的価値の自覚が深まる指導

ができるようにするとともに、発達の段階に応じた内容を精査し、１学年から３学年で扱っている教材が 30

ページと多く扱っておりました。情報モラルに関する学習活動等を取り上げている点でこの２者が良いのでは

ないかと思います。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、芽室町 武田委員からいじめ問題の対応に関連して、情報モラル教育も大切であるという観点から、

情報モラルの問題を過不足なく扱っている学校図書と光村図書が良いという意見をいただきました。 
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  ほかにございませんか。 

 

（荻原委員） 

  私は道徳については生徒たちの心を豊かに育むということでは、学校の学習だけではなく、家庭や地域との

連携も大切であると考えております。そういう意味では、郷土を学習する教材を中心に、地域について考える

場面を多く掲載し、家庭や地域と連携して活動することを促す学習を充実させる工夫がなされている東京書籍

が良いのかなと、もう１者については、生徒の社会参画の意識と社会連携の自覚を高める教材を、３学年を通

じて系統的に用意し、地域と連携して活動することを促す学習が充実するよう工夫がなされている教育出版が

良いと考えております。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、更別村 荻原委員から生徒たちの心を豊かに育むためには、家庭や地域との連携も大切であるとい

う観点から、地域と連携して活動することを促す学習が充実するよう工夫がなされている東京書籍と教育出版

が良いという意見をいただきました。 

  ほかにございませんか。 

 

（堀江委員） 

  教材の特徴として、教材の後に、教材内容を深化させる資料「Ｐｌｕｓ」を位置付け、生徒が教材を通して

理解を深めた道徳的価値について、さらに自覚を促す工夫がなされている東京書籍と、学校等の実態に応じて

弾力的に活用できる補充教材を複数用意し、様々な学校の実態に対応できるよう工夫がなされている教育出版

が良いと私は考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、士幌町 堀江委員から教材の特徴という観点から、特色ある工夫がなされている東京書籍と教育出

版が良いという意見をいただきました。 

  ほかにございませんか。 

 

（板谷委員） 

  学びの観点で意見を述べさせていただきます。道徳でとても大事なのは自分の事として考えることだと思い

ます。教育出版では、導入で、まず自分に引きつけて、次に話し合って、いろいろな視点で学習の流れが明確

になっています。また、考えたことを行動につなげることもとても大切だと思います。「学びの道しるべ」を設

けて、主発問が３つ用意されていて参考になると感じました。久門委員も言われていましたが、題名から主題

がはっきり示されていると感じました。さらに、１年生では植松電機、３年生ではアイヌなど北海道に関連す

る教材も扱っています。 

  ２者目は、本町の教育委員と話し合って、評判が良かった学校図書を推薦します。理由はすごく見やすいこ

と、また、「学びに向かうために」は良かったと思います。さらに、１年生には重たい内容かもしれませんが、

命の関わりの部分で「母の死が教えてくれたこと」というのがすごくインパクトがありました。 

   

（菅野会長） 

  ただ今、大樹町 板谷委員から自分事として考えることや、考えたことを行動につなげることも大事である

という観点から教育出版と、見やすいという観点から学校図書が良いのではないかという意見をいただきまし

た。 

  ほかにございませんか。 

 

（委員一同） 

  なし 

 

（菅野会長） 

  ただいま、委員から多数のご意見をいただきました。 

  皆さんのご意見をまとめますと、ご意見が多かった東京書籍、教育出版、この２者に絞り込むことでご異議
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ございませんか。 

 

（委員一同） 

  異議なし 

 

（菅野会長） 

  異議なしと認め、東京書籍、教育出版 ２者を候補といたします。 

  よろしいですか。 

 

（委員一同） 

  よろしい。 

 

（菅野会長） 

それでは、そのようにいたします。 

  本日は、平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）について、２者に絞り込みを行いました。 

  次回の協議会においては、さらに審議をし、「特別の教科 道徳」について１者に決定したいと思います。その

後、「学校教育法附則第９条図書」及び「小学校用教科用図書」についても決定する予定です。 

  なお、本日絞り込んだ教科書とその理由につきましては、事務局においてまとめた上で、次回の協議会に資料

として提出させていただきます。 

  また、次回の協議会は、ここ十勝教育研修センターで８月３日10時から開催いたしますが、協議会規約第９条

第２項に「教科用図書を種目ごとに１種類決定するための協議を行う会議は、委員全員が出席しなければ開くこ

とができない」と規定されておりますので、全委員の出席をお願いいたします。 

  委員の皆さんから、何かございませんか。 

 

（委員一同） 

  なし。 

 

（菅野会長） 

  十勝教育局から、何かございませんか。 

 

（十勝教育局） 

  なし。 

 

（菅野会長） 

  それでは、以上をもちまして、平成30年度第５回第12地区教科書採択教育委員会協議会を終了いたします。 

  お疲れ様でした。 

 


