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-平成30年度第６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８月３日(金) ９時55分から10時29分 

２ 場所  十勝教育研修センター 音楽室 

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)  大井 和行(鹿追町) 

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 なし 

５ 出席した事務局職員（幕別町教育委員会） 

      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 

６ オブザーバー（十勝教育局）  教育支援課長 西川 忠克  教育支援係長 大和田 孝一 

義務教育指導班主査 瀬越 義範  義務教育指導班主任指導主事 山田 圭介   

７ 傍聴者 なし 

８ 協議 

（菅野会長） 

  ただ今から、平成30年度第６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） 

  本日の会議は、全委員に出席いただいておりますので、協議会規約第９条第２項に基づき、本日の会議が成

立しておりますことを報告いたします。 

  次に会議の資料のご確認をお願いいたします。本日の会議資料につきましては、議案、資料１といたしまし

て、平成31年度から使用する中学校教科用図書（特別の教科 道徳）について、前回会議で２者に選考いたし

ました理由、資料２といたしまして、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択基準、資料３といた

しまして、平成26年度採択時における小学校教科用図書調査報告書、資料４といたしまして、平成27年度から

使用する小学校用教科用図書における採択結果、資料５といたしまして、採択事務文書公表の方法についての

資料となっております。 

  なお、十勝教育局から西川教育支援課長、大和田教育支援係長、義務教育指導班 瀬越主査、山田主任指導

主事にご出席いただいております。 

 

（菅野会長） 

  それでは、議事に入ります。 

  協議案第７号 「平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）の決定について」を議題といたしま

す。 

本日は、第４回協議会で調査委員会からの調査研究報告及び質疑を行い、前回第５回協議会の審議で２者に

絞り込みを行いました平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）につきまして、共通理解のもと、

町村の総意で十勝の子どもたちにとって相応しい教科書の選定に向け、さらに審議を深め、決定してまいりた

いと思います。 

なお、本日の会議につきましては、採択の公正確保の観点から、規約第９条第６項に基づき「非公開」とい

たします。 

ご異議ありませんか。 

 

（委員一同） 

異議なし 
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（菅野会長） 

  異議なしと認めます。それでは、「非公開」で進めることといたします。 

 それでは、協議案第７号「平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）の決定について」審議を行

います。 

  資料１をご覧ください。第５回協議会で審議し、東京書籍、教育出版の２者に絞り込まれております。前回

の協議会で皆さんからご意見をいただいたところですが、今回は１者に決定するためご意見をいただきたいと

思います。今回につきましては、委員の皆さん全員のご意見をいただきたいと思いますので、音更町の宮原委

員から順番にご意見を発表いただきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

 

（宮原委員） 

  順番にということですので、最初に意見を述べさせていただきます。資料１にもありますように、「考え、議

論する道徳」というのが求められておりますけども、今までは読み物資料の登場人物についての心情理解が多

く、１教材あたりのページ数が比較的多いということから、読み取りに時間を要して、生徒が自分の内面を見

つめたり、話し合うという時間の確保が難しかったという傾向がありました。今回、最後に比較する２つの教

科書につきましては、どちらもすぐれた教科書でありますが、「考え、議論する道徳」の実践という点で比較い

たしますと、１教材当たりの分量を抑えて、その時間が確保しやすいことに加えて、問題解決的な学習活動も

体験的な学習活動もバランス良く配慮されているという点で東京書籍が良いのではないかと思っております。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、音更町 宮原委員から「考え、議論する道徳」の実践ができるよう配慮がされている東京書籍が良

いというご意見でありました。 

  それでは、次に堀江委員お願いします。 

 

（堀江委員） 

  教材の特徴として、様々な学校行事や体験活動等との連携を図りやすい配列と、生徒が切実に感じられる実

話を基にした教材を多数用意し、どの生徒も興味・関心をもち、道徳的価値の理解を深められるよう配慮がな

されている教育出版が良いのではないかと思っております。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、士幌町 堀江委員からは、教材の特徴という視点で、生徒が切実に感じられる教材を多数用意して

いる教育出版が良いのではないかというご意見でありました。 

  次に、上士幌町 小堀委員お願いします。 

 

（小堀委員） 

  結論から申し上げて、東京書籍がいいと思います。理由として、学習を進める上で、学びの主体者となる生

徒たちの気持ちを引き付けることは教材として重要な要素であると考えております。漫画や新聞の投稿欄、震

災を教材として扱い、生徒が様々な教材と出会い、ねらいとする道徳的価値に対し、興味・関心をもって理解

を深められるよう工夫がなされているという理由であります。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、上士幌町 小堀委員から教材の特徴という観点から、興味・関心をもって理解を深められるよう工

夫がなされている東京書籍が良いという意見でありました。 

  次に、鹿追町の大井委員お願いします。 

 

（大井委員） 

  小中連携の視点から、意見を述べさせていただきたいと思いますが、最近、コミュニティ・スクールの導入

とあわせて小中一貫教育の推進や、中学校区における小中連携が管内多くの学校で進められておりますが、小

学校の道徳科の授業で学んだ教材を中学校の教科書でも掲載していることから、年数を経て中学生になって読

み返すことで、改めて自分の心情の変化や成長を感じられる工夫がされている東京書籍が良いと考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、鹿追町 大井委員から小中の連携という視点から、生徒たちが自分の成長を感じられるような工夫
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がなされている東京書籍が良いという意見でありました。 

  次に、新得町 武田委員お願いします。 

 

（武田（芳）委員） 

  いじめの観点からお話させていただきたいと思います。道徳の学習において、特に、いじめの問題は重要な

観点であり、いじめの問題といのちの大切さについて、多面的に考えることができ、「命の尊厳」の内容項目に

おいて、３学年を通して系統的にいじめの問題に係る教材を取り上げ、いじめの問題に向き合えるよう配慮し

ている東京書籍が良いのではないかと思います。 

 

（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観点から、いじめの問題に向き合えるよう配慮

されている東京書籍が良いという意見をいただきました。 

  次に、清水町 伊藤委員お願いします。 

 

（伊藤委員） 

  結論から言うと、東京書籍が良いと思います。理由としては、中学生になると発達の段階から、自分の内面

を言葉で表現することに戸惑う傾向が見られますが、巻末の付録で設けている「心情円」を用いることで、自

分なりに内面を客観的に視覚化し、それをきっかけに言葉で表現できる工夫がされている東京書籍が良いと考

えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、清水町 伊藤委員から教材の特徴という観点から、巻末の付録にも工夫がなされている東京書籍が

良いという意見をいただきました。 

  次に、中札内村 高橋委員お願いします。 

 

（高橋委員） 

  教育出版なのですが、掲載された読み物や題材そのものが落ち着きや趣がありまして、心にじっくりと伝わ

ってくるものが多いと思います。一般の書物として読んでも、いわゆる読後感が胸に広がり、何かしら考えさ

せられる魅力を感じます。また、東京書籍は巻末にホワイトボード用紙を収録し、書いたり話し合ったりとい

う主体的で対話的で深い学び、いわゆるアクティブ・ラーニングに繋げていける点が良いと思います。さらに、

各自の見通しと振り返りを記入できる自己評価用紙を設定するなど、授業展開に工夫が促されている点は注目

できます。難しい判断なのですが、私は２者のうち東京書籍を選びます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、中札内村 高橋委員からアクティブ・ラーニングに繋がる教材として、東京書籍が良いのではない

かという意見をいただきました。 

  次に、更別村 荻原委員お願いします。 

 

（荻原委員） 

  結論から、私も東京書籍が良いと考えます。理由ですけれども、道徳の学習においては、体験的な学習への

対応も重要であることから、役割演技など、実際に当事者として体験する学習を通して議論を進める教材を各

学年２本ずつ取り入れ、体験的な学習活動ができるよう配慮がされている東京書籍が良いと思います。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、更別村 荻原委員から、体験的な学習への対応という観点から配慮されている東京書籍が良いとい

う意見でありました。 

  次に、陸別町 野下委員お願いします。 

 

（野下委員） 

  集団や社会との関わりの一つとして、日本の文化や伝統を大切にする心を育てることも重要な視点でありま

す。地域の伝統や文化に関する教材を各学年２つ用意し、その１つには生徒作文を取り入れ、また、巻末付録

に各都道府県の人物や伝統を取り上げたページを用意するなど、地方、島や集落から捉えている工夫が感じら

れる東京書籍が良いと思います。 
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（菅野会長） 

  ただ今、陸別町 野下委員から、日本の文化や伝統を大切にする心を育てることも重要であるという視点か

ら工夫が感じられる東京書籍が良いという意見でありました。 

  次に、足寄町 藤代委員お願いします。 

 

（藤代委員） 

  東京書籍を選択したいと思います。その観点につきましては、郷土を愛する心というのは成長発達段階で自

ずから、涵養される部分と地域の伝承精神として教育のフィールドで育んでかなければならない、そういう両

面があると思います。その点において、芦別市や霧多布など、北海道の地域素材を通して地域の一員としての

自覚を持って郷土を愛し、郷土の発展に努め、各種の自立を図る工夫がされているからです。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、足寄町 藤代委員から郷土を愛する心を育む上での、地域素材の活用という観点から工夫がなされ

ている東京書籍が良いという意見をいただきました。 

  次に、本別町 佐々木委員お願いします。 

 

（佐々木委員） 

  私も東京書籍が良いと思います。理由は、現代社会においてインターネット上での誹謗中傷や有害情報など、

いじめや犯罪につながるような恐れがあることから、情報モラル教育はより一層重要となっていると思います

が、各学年においてメッセージアプリやＳＮＳのよりよい活用の方法について、話し合い活動を通じて道徳的

価値の理解を深め、情報モラルに関する学習が充実する工夫がなされている東京書籍が良いと思います。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、本別町 佐々木委員から情報モラル教育は重要となっているという観点から、情報モラルに関する

学習が充実するよう工夫がなされている東京書籍が良いというご意見でありました。 

  次に、浦幌町 久門委員お願いします。 

 

（久門委員） 

  私は、教育出版を推します。情報モラル教育という観点から考えまして、ＳＮＳやスマートフォンの活用の

仕方などについて、問題解決的な学習によって話し合い活動をする、そして道徳的価値について考えられるよ

うに工夫がなされている点と、学習課程につきましても、特に終末に「学びの道しるべ」という欄を設けまし

て、多面的・多角的に考えるための発問を用意しているという点、さらに北海道で学ぶ生徒にとって、アイヌ

民族の世界観について掲載されている点から教育出版の方が優れているのではないかと考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、浦幌町 久門委員から情報モラル教育という観点、あるいはアイヌ民族の世界観について掲載がさ

れているというような観点から、工夫がなされている教育出版が良いという意見をいただきました。 

  次に、豊頃町 山本委員お願いします。 

 

（山本委員） 

  問題解決的な学習という視点では、教材量が充実していて教材の導入ページにイラストや写真を配し、関心

を持たせる工夫や導入における主題に関する投げかけや、議論し問題を解決するための発問など、教材ごとに

学習の流れが示され、問題解決的な学習活動が十分にできるようになっている東京書籍が良いのではと考えま

す。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、豊頃町 山本委員から問題解決的な学習という観点から、東京書籍が良いという意見をいただきま

した。 

  次に、池田町 加賀委員お願いします。 

 

（加賀委員） 

  いじめの問題に関しまして、それに関する教材については２者とも掲載されていますが、発達の段階に応じ
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た教材を取り入れた「いじめや差別のない社会に」のコーナーを各学年に設け、いじめの問題に向き合える工

夫がなされている教育出版が良いのではないかと考えます。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、池田町 加賀委員からいじめの問題に関する教材という観点から、いじめの問題に向き合える工夫

がなされている教育出版が良いという意見をいただきました。 

  次に、広尾町 笹原委員お願いします。 

 

（笹原委員） 

  私は、これまでの道徳の時間や特別の教科 道徳として、その特質をわかりやすく表現されているのは、ど

なたかもおっしゃっていたかと思いますが「考え、議論する道徳」という言葉だと思います。そして、そのた

めには生徒の発達段階に応じた、主体的な学びとか、ともに考え、ともに語り合うなど、対話的活動の取組な

どが求められている姿だと思います。それらが、これまでの各委員の様々な案件等をお聞きし、広く深く教材

として、取り扱われているのが東京書籍の教科書ではないかと思います。そのような点も含め、東京書籍が道

徳の教科書として適している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、「考え、議論する」学習を進める上で対話的活動ができるよう配慮されてい

る、東京書籍が良いというご意見がありました。 

  次に、大樹町 板谷委員お願いします。 

 

（板谷委員） 

  多くの教育長がおっしゃっているように、大事なのは「考え、議論する道徳」への脱皮です。何からの脱皮

かと言いますと、「読み物道徳」、「物語道徳」からの脱皮だと思います。道徳の授業では、いかに早く資料から

離れて価値と向き合うかというのがすごく大事です。東京書籍と教育出版では教科書の大きさや、文字数、行

数も違います。どちらのほうが資料が少ないかというと教育出版のほうが資料は少ないです。私の好きな言葉

で「コンパクトでインパクト」というのがあるのですが、そのような点からすると教育出版のほうが、言葉は

悪いですけれども国語の読解力が弱い子でもわかりやすい教科書なのかなと思います。 

また、いじめはすごく大きな問題です。２者を比較すると東京書籍はユニットで構成されております。２時

間から３時間配列されています。各学校でちゃんとカリキュラムで考えてやっていけば良いのですが、多くの

学校は目次と同じように配列してしまうと思います。そうすると前回もいじめ関係、次の時間もいじめ関係と

重たくなってしまうと思います。人間というのはわかってはいるけどやめられないという弱さ、醜さがありま

す。タイムリーにばら撒いていったほうが良いのではないかなと思います。そういう観点で教育出版のほうが

望ましいのではと思います。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、大樹町 板谷委員から「考え、議論する道徳」への脱皮という観点からわかりやすい構成になって

いる、それといじめ問題への対応という観点から教育出版が良いのではないかというご意見でありました。 

  最後に、芽室町 武田委員お願いします。 

 

（武田（孝）委員） 

  これまでの各委員の皆さんの意見等から、２者ともに「特別の教科 道徳」として、「考え、議論する道徳」

の実現に向け、魅力的で多様な教材を用いていると感じています。１者に絞るとすれば、私としては、自分と

の関わりで深く考えられるよう、教材によっては補助的な設問を示し、段階的に学習が進められるような配慮

や小・中学校の連携、さらにその先を見据えたキャリア教育との関連等、より分かりやすく、より体系的に扱

っている点を考慮すると東京書籍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（孝）委員より、よりわかりやすく、より体系的に扱っているという点から東京書籍

が良いのではないかと意見をいただきました。 

  これで、全員の意見をお聞きしましたので、まとめさせていただきます。 

  特別の教科 道徳につきましては、東京書籍を推薦したいとのご意見が多数でありますので、東京書籍に決

定することにしたいと思います。 
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ご異議ありませんか。 

 

（委員一同） 

異議なし 

 

（菅野会長） 

異議なしと認め、平成31年度から使用する中学校用教科用図書（道徳）につきましては、東京書籍に決定い

たします。 

次に、協議案第８号 平成31年度から使用する学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の決定につきま

して、審議を行いますが、審議の取り進め方について、事務局から説明いたします。 

 

（塚本学校教育係長） 

 学校教育法附則第９条の規定による教科用図書の採択にあたりましては、平成30年５月21日付けで北海道教

育委員会教育長からの通知が出されておりますが、「平成31年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に

規定する教科用図書の採択基準」により採択を行うこととされております。 

資料２をご覧ください。採択基準の５に一般図書の採択に当たっては、教科の主たる教材として教育目標の

達成上適切な図書を採択することとし、次の６つの事項に留意することとされております。 

ア 児童・生徒の障害の種類・程度、能力・特性に最もふさわしい内容のものであること。 

イ 可能な限り系統的に編修されており、教科の目標に沿う内容をもつ図書が適切であること。 

ウ 上学年で使用することとなる教科書との関連性を考慮すること。 

エ 教科用として使用する上で適切な体裁の図書を採択すること。 

オ 価格はあまり高額なものに偏らないこと。 

カ 分冊となっている一般図書を採択する場合は、年度当初にまとめて採択すること。 

となっております。 

また、（３）では、採択参考資料に登載された教科用図書の中から採択することが望ましいとされています。 

従いまして、学校教育法附則第９条に規定する図書につきましては、この通知に沿った形で決定をしていた

だいきますようお願いいたします。 

 

（菅野会長） 

ただ今の事務局からの説明を踏まえ、北海道教育委員会からの通知とともに、北海道教育委員会の採択参考

資料、本調査委員会からの調査・研究結果であります「平成31年度使用小・中学部を置く特別支援学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書（一般図書）報告書＜平成30年７月26日 第12地区教科書採択地区調査委員会

＞の全ての図書を決定し、その後において採択権者の町村教育委員会において、他の教科書と一緒に採択して

いただき、各学校において、実際の児童生徒の障害の程度や実態に応じ、その中から選定することで取り進め

ていくことにしたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

 

（委員一同） 

  異議なし 

 

（菅野会長） 

  異議なしと認め、そのように決定いたします。 

  次に、協議案第９号「平成31年度から使用する小学校用教科用図書の決定について」審議を行いますが、審

議の取り進め方について、事務局から説明いたします。 

 

（塚本学校教育係長） 

  平成31年度から使用する小学校教科用図書（道徳以外）の決定については、第２回協議会において、平成26

年度採択における調査研究の内容等を活用し調査委員会を設けず、協議会において決定を行うこととしたとこ

ろでございます。 

  資料３をご覧ください。こちらは平成26年度の第12地区教科書採択地区調査委員会における平成27年度から

使用する小学校教科用図書の各小委員会からの報告書になります。 

次に資料４をご覧ください。資料３の報告書を基に審議され、採択された教科書を載せております。こちら

が現在使用されている教科書となります。次のページには、平成26年度における種目ごとの選定理由となって
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おります。平成29年度検定において新たな図書の申請がありませんでしたことから、平成25年度検定合格図書

の中から決定をいただくことになります。 

 

（菅野会長） 

  事務局から説明がありましたが、平成29年度検定において新たな図書の申請がなかったことから、平成26年

度の調査結果を基に決定することになりますが、平成32年度から新たな小学校学習指導要領となることから、

小学校用教科用図書は来年度、改めて選定作業を行うこととなります。 

  このことから、平成31年度に使用する小学校用教科用図書につきましては、現在使用されている教科書を、

引き続きもう１年使用することで決定したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（委員一同） 

  異議なし 

 

（菅野会長） 

  異議なしと認め、平成31年度から使用する小学校教科用図書については、平成26年度に採択された図書とす

ることで決定いたしました。 

  以上で、全ての審議を終了いたします。本日決定しました内容を確認させていただきます。 

中学校教科用図書「特別の教科 道徳」は東京書籍、附則第９条図書は報告書に記載の全ての図書、小学校

教科用図書については、国語は教育出版、書写は教育出版、社会は東京書籍、地図は帝国書院、算数は東京書

籍、理科は教育出版、生活は教育出版、音楽は教育出版、図画工作は日本文教出版、家庭は開隆堂出版、保健

は学研教育みらい。 

  以上であります。 

  なお、本日決定されました教科書の発行者名及び採択理由につきましては、事務局において作成し、後日、

８月中旬を目途に、各町村に送付したいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（委員一同） 

よろしい 

 

（菅野会長） 

  それでは、後日、各町村にメールで送付したいと思います。 

 次に、その他といたしまして、「（１）採択事務文書の公表の取扱いについて」を、事務局から説明いたしま

す。 

 

（塚本学校教育係長） 

  「採択事務文書の公表の取扱いについて」ご説明いたします。 

  資料５をご覧ください。採択事務文書の公表につきましては、協議会規約第14条第２項の規定に基づき、「第12

地区教科用図書採択に係る文書、資料等の公表取扱要綱」を制定しているところであり、要綱におきまして、

公表する採択事務文書の種類や開示の方法、取扱い窓口について規定しておりますので、次のとおり進めてま

いりたいと考えております。 

  １点目の「公表する採択事務文書」につきましては、２ページ目の要綱第２条第１号の「採択した教科用図

書名及び会社名」から、第６号の「調査委員会の報告書」までであります。従いまして、要綱上、協議会の議

案は公表する文書には含まれておりません。 

  ２点目の「開示の方法」につきましては、同じく２ページ目の要綱第３条の規定により、閲覧または写しを

交付することにより行い、閲覧につきましては、各町村の教育委員会事務局が開示の事務取扱窓口となります。

ただし、写しの交付につきましては、協議会の会長の属する教育委員会、つまり幕別町教育委員会が開示事務

取扱窓口となりますので、写しの交付申請が他の教育委員会にあった場合につきましては、３ページ目にあり

ます第１号様式の「開示請求書」を幕別町教育委員会に提出するようお伝えいただきますようお願いいたしま

す。 

  ３点目の「公表の時期」につきましては、８月31日までに各町村教育委員会において、採択を行わなくては

ならないことから、すべての教育委員会が採択を終了してからこれらの公表に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  今後につきましては、調製でき次第、委員の皆様に第１回から今回までの協議会議事録をメールにて送信い

たしますので、内容のご確認をお願いいたします。その後、要綱第２条に規定する「公表する採択事務文書」
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を閲覧用ファイルとしてまとめ、郵送したいと考えております。 

 

（菅野会長） 

  ただ今、事務局から説明いたしましたが、ご質問等はありませんか。 

 

（委員一同） 

  なし 

 

（菅野会長） 

  それでは、全ての議事が終了いたしましたので、以上をもちまして、平成30年度第６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。 

本日まで大変お疲れ様でした。 

 

 


