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平成30年度第４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26日(木) 10時00分から10時55分 

２ 場所  札内コミュニティプラザ集会室 

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） 

      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 

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 

７ 傍聴者 なし 

８ 協議 

（菅野会長） 

  ただ今から、平成30年度第４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、全委員に出席いただいておりますので、会議が成立しておりますことをご報告

いたします。 

  また、本日は、平成31年度から使用する中学校用教科用図書「特別の教科 道徳」及び「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」の調査委員会における調査研究結果について報告をい

ただくため、調査委員会小委員会の正副委員長にもご出席をいただいております。 

  さらに十勝教育局からは、西川教育支援課長、大和田教育支援係長、義務教育指導班の瀬越主査にご出席を

いただいております。 

  会議に入ります前に、本日配付した資料につきまして、確認させていただきます。 

  議案書の１ページ下段に、配付資料を掲載しております。 

  議案書、調査委員会からの報告書、ファイルが２冊、これは道徳と９条図書それぞれの採択参考資料であり

ます。教科書編修趣意書、各町村からの意見数等を記載した資料１の計６点であります。 

  特に、調査委員会からの報告書は、報告第３号及び報告第４号の調査研究結果報告の際、ご覧いただくこと

となりますので、申し添えます。 

  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「特別の教科 道徳」及び学校教育法附則９条に規定

する教科用図書に係る調査委員会の調査研究結果の報告をいただいた後に質疑を行うことといたしております

が、採択の公正確保の観点から、協議会規約第９条第６項の規定に基づき、非公開といたします。 

  これに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、本日の会議は非公開といたします。 

  それでは、「報告第３号 平成 31年度から使用する中学校用教科用図書（特別の教科 道徳）の調査研究結果

の報告について」、調査委員会における調査研究の経過を事務局から説明いたします。 

 

（塚本学校教育係長） 

  「報告第３号 平成31年度から使用する中学校用教科用図書（特別の教科 道徳）の調査研究結果の報告に

ついて」、調査委員会における調査研究の経過をご報告いたします。 

  第１回調査委員会は、６月 29日午後２時から、十勝教育研修センターで開催し、発行者から送付された全て

の見本本を配付した後、調査研究の観点や手順などについて、説明を行いました。調査委員会では、教科書編

修趣意書や北海道教育委員会が作成した採択参考資料を活用し、絞り込みや順位付けをせず、全ての見本本に

ついて調査研究を行いました。 

  調査委員には、この日以降約２週間、調査研究の観点に基づき、自宅において調査研究を行っていただきま

した。 

  第２回調査委員会は、７月 13日午前10時から、十勝教育研修センターにおいて、終日調査研究を行いまし

た。 

  調査委員は、学習指導要領に基づき、教科書見本本の特色が明らかになるよう、取扱内容、内容の構成・排

列・分量等、使用上の配慮等の観点に基づき、調査研究の結果を積極的に意見交換するとともに、特に話し合

われた箇所や特徴的な箇所は、見本本で具体的に示していただきました。その際、１つの見本本を複数の調査

委員で担当していただきました。 

  十分に話し合いが尽くされた後、全ての見本本について、調査研究や協議の結果を踏まえ、報告書の作成に

着手いただきました。 

  第３回調査委員会は、７月 20日午前10時から、十勝教育研修センターにおいて、終日開催し、全ての見本

本について、調査研究の結果を基に、報告書の精査・作成作業を行い、本日の協議会における報告原稿の作成

と報告内容箇所を確認する話し合いなどを行っていただいたところであります。 

  以上で説明を終わります。 

 

（菅野会長） 

  報告第３号に係る進め方について、お諮りいたします。 

  本日は、調査委員会からの「特別の教科 道徳」に係る調査研究結果の報告と、質疑応答を行うこととし、

次回の第５回協議会において８者の教科書を２者に絞り込むための審議を行いたいと思います。 

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、本日は調査委員会委員長の報告の後、質疑を行い、次回協議会において８者の教科書を２

者に絞り込むための審議を行うことに決定いたしました。 

  それでは、「特別の教科 道徳」に係る調査委員会の報告をいただきます。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  調査委員会道徳小委員会委員長の足寄中学校の長江でございます。よろしくお願いいたします。 

  こちらは、副委員長の池田中学校の椿原教頭です。 

 

（椿原道徳小委員会副委員長） 

  椿原です。よろしくお願いいたします。 

 

（菅野会長） 

  それでは、「特別の教科 道徳」に係る調査委員会の審議経過及び調査研究の結果について、20 分程度で報
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告をお願いします。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  それでは中学校用教科用図書道徳の調査結果について報告をさせていただきます。 

  調査研究の経過につきましては、３回行いました。調査研究の方法ですが、発行者から送付された教科書見

本本について、以下の調査研究の観点に基づき、教科書編集趣意書及び北海道教育委員会が作成する採択参考

資料を参考として調査研究を行ってまいりました。 

  見本本の総合所見といたしまして、各者に共通している５点をまず申し上げます。 

  １点目、生命の尊厳については、命ある全てのものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることが

できるようになっております。 

  ２点目、自然につきましては、自然の美しさや偉大さ、不思議さを感じることができるようになっておりま

す。 

  ３点目、伝統と文化につきましては、有形無形の美しさに国や郷土への誇り、愛情を感じることができるよ

うになっております。 

  次に４点目、内容の構成・排列、分量等については、生徒が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深

め、判断し、証言する力などを育むことができるように工夫されています。 

  次に５点目といたしまして、使用上の配慮感については、全ての生徒が学習しやすいようカラーユニバーサ

ルデザインなどが採用されております。 

  次に、各者の特徴的な事項として、１学年の生命の尊厳についての取扱いを一例として申し上げます。 

  １者目、東京書籍「新しい道徳」につきましては、命を形で表すと、どのような形になるかや今までに、命

の大切さやありがたさを実感したことには、どのようなことがあるかを考える活動を取り上げています。 

  ２者目の学校図書「輝け未来中学校道徳」では、命について、どのようなことを感じているかや「かけがえ

のない命」という言葉から、どのようなことを連想するかを考える活動を取り上げています。 

  ３者目の教育出版「中学道徳とびだそう未来へ」ですが、人間として強く生きていくために必要なことは、

どのようなことかや、生きるために大切なことは、どのようなことかを考える活動を取り上げています。 

  ４者目の光村図書「中学道徳きみがいちばんひかるとき」については、生きるとは、どのようなことかや人

は、なぜ命の尊さを感じるのかを考える活動を取り上げています。 

  ５者目の日文出版「中学道徳あすを生きる・道徳ノート」については自分にとって、生きるとは、どのよう

なことかや自分が生きているとは、どのようなことかを考える活動を取り上げています。 

  ６者目学研の「中学生の道徳明日への扉」については、命の偶然性、連続性、有限性とはどのようなことか

や、自分にとって命よりも大切なものがあるとすれば、それはどのようなものなのかを考える活動を取り上げ

ています。 

  ７者目のあかつきの「中学生の道徳・中学生の道徳ノート」については、命とはどのようなものかや、この

世に生を受けたことや今生きていることについて、どのように感じるかを考える活動を取り上げています。 

  ８者目の日本教科書「道徳中学校」については、先祖から子孫へと受け渡していく生命の連続性について感

じたことは、どのようなことかや自分の生命、他の人の生命について感じたことは、どのようなことかを考え

る活動を取り上げています。 

  以上で、当小委員会からの調査研究の報告を終わります。 

 

（菅野会長） 

  ただいま、「特別の教科 道徳」についての報告をいただきました。ここで、ご質問をお受けいたします。 

 

（大井委員） 

  情報化社会と言われている中で、大人はもちろん、生徒にもスマートフォンやＳＮＳが急速に普及して、そ

の利用を巡るトラブルなども増えてきているようですが、そういったものに対する「情報モラル教育」という

点においては、どのように取り扱われているかお聞きしたいと思います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  採択参考資料のP２～P17、各者の「取扱内容」の○４点目をご覧ください。各者とも、以下のように「情報

モラル」に関わる題材等を配置しています。 
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１者目の東京書籍は、１年生でインターネット、２年生でメッセージアプリ、３年生でＳＮＳというふうに、

発達の段階に応じて計６か所、24ページにわたって取り扱っています。 

２者目の学校図書は、全学年「自主、自立、自由と責任」の内容項目で計５か所、30ページにわたって過不

足なく取り扱っています。 

３者目の教育出版は、３年生で「歩きスマホ」規制問題を話し合う活動を配置するなど、テーマを重点化し

て計５か所、20ページにわたって取り扱っています。 

４者目の光村図書は、全学年で教材およびコラムを設定し、計８か所、31ページにわたって取り扱っていま

す。 

５者目の日文出版は、全学年で情報機器に関する知識を実践につなぐための、話し合い活動のページを用意

するなど、計10か所、34ページにわたって取り扱っています。 

６者目の学研は、全学年で情報モラルに関する教材が一目でわかるようにマークで示すなどの工夫をし、計

７か所、25ページにわたって取り扱っています。 

７者目のあかつきは、２年生での「情報機器と私たちの生活を考えるページ」をはじめ、全学年で計８か所、

25ページにわたって取り扱っています。 

８者目の日本教科書は、全学年でインターネットコミュニケーションについて自分事として話し合う教材を

用意するなど、計５か所、20ページにわたって取り扱っています。 

以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（堀江委員） 

  「道徳の時間」が「道徳科」に変わった背景として、「大津のいじめ自殺」など痛ましいいじめの問題が関わ

っていると思いますが、いじめの問題に関してどのように扱われているか伺います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  採択参考資料のP65～P70をご覧ください。各者のいじめの問題に関する扱い方について、掲載例を挙げて申

し上げます。 

１者目の東京書籍は、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、いじめと

遊びの違いはどのようなことかを、考える活動を取り上げています。 

２者目の学校図書は、特に「公正、公平、社会正義」の内容項目で意識的にいじめに向き合う教材を選定し、

本当の友だちをつくっていくために大切なことはどのようなことかを、考える活動を取り上げています。 

３者目の教育出版は、発達の段階に応じ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、お互いの気持ちや考えを伝え合うとき、どのような心構えが必要かを、考える活動を取り上げて

います。 

４者目の光村図書は、様々な内容項目から、いじめの問題の解決に結び付く教材及びコラムを用意し、いじ

めが起こらない社会をつくるために大切なことはどのようなことかを、考える活動を取り上げています。 

５者目の日文出版は、教材とコラムを組み合わせて掲載して道徳的価値について指導し、どのようにすれば

いじめをなくすことができるかを、考える活動を取り上げています。 

６者目の学研は、いじめ防止対策推進法の観点を取り入れた「いじめの防止」を重点テーマとした教材を用

意し、差別や偏見のない社会を実現するためにどのようなことができるかを、考える活動を取り上げています。 

７者目のあかつきは、「人権」などをテーマとした教材を用意し、いじめのない愛のある学級にするために

どのようなことが大切かを、考える活動を取り上げています。 

８者目の日本教科書は、全ての学年において、いじめを絶対に許さない態度を育てる教材を用意し、いじめ

を改善するためにどのような方法があるかを、考える活動を取り上げています。 

  まとめといたしましては、いずれの者も生徒が考える活動を取り上げています。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 
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（荻原委員） 

  平成23年の東日本大震災をはじめ、昨年は十勝管内でも台風による大きな被害が出ましたし、最近では、九

州北部の集中豪雨による災害など考えますと、今後、防災教育の充実がより一層重要であると思いますが、防

災教育について各者どのように扱っているか伺います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  採択参考資料のP73～P90をご覧ください。各者の防災教育に関する扱い方について申し上げます。 

１者目の東京書籍は、東日本大震災や阪神淡路大震災を取り上げています。 

２者目の学校図書は、日常生活にある災害を取り上げています。 

３者目の教育出版は、復興に関する教材を取り上げています。 

４者目の光村図書は、全学年を通して震災を題材とした教材を取り上げています。 

５者目の日文出版は、東日本大震災と郷土芸能の関連題材を取り上げています。 

６者目の学研は、震災被災者の体験談から防災対策について考える題材を取り上げています。 

７者目のあかつきは、震災と郷土芸能の関連題材を取り上げています。 

８者目の日本教科書は、防災力を身に付けることを意図した「話してみよう」というページで取り上げてい

ます。 

まとめといたしまして、７者は震災などの体験談から、日常生活にある災害に注視させ、防災について考え

る題材が配列されています。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（山本委員） 

  生徒が興味や関心をもって学習を進めるためには、地域素材の扱いが重要であると思いますが、北海道を地

域素材としている教材数はどの位あるのか、また、どのような内容を扱っているのかについて伺います。特に、

アイヌの人たちの歴史・文化等について扱っている発行者があるかについても伺います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  採択参考資料のP100～P101をご覧ください。各者の地域素材の扱い方について申し上げます。 

  各社とも多少の扱い量の差はありますが、３か年で３～11 の北海道を地域素材としている教材があります。

そのうち、２者を除く６者は、北海道にゆかりのある人物に対しての紹介や功績などの記述があります。特に、

東京書籍は郷土のことを、教育出版はアイヌ民族の伝統的世界観も取り扱っています。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（藤代委員） 

  道徳科の授業の充実のために、家庭や地域との連携が重視されておりますが、家庭や地域との連携に関わっ

て各者どのような工夫や配慮があるか伺います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  採択参考資料のP２～P17をご覧ください。各者の家庭や地域との連携に関する工夫や配慮について申し上げ

ます。 

１者目の東京書籍は、自分が住む地域について考えるきっかけとなる「郷土のことを考える」を配置してい

ます。 

２者目の学校図書は、家庭教育との連携を図ることを目的とした「保護者の方へ」や「さあ、楽しい夏休み！」

を配置しています。 

３者目の教育出版は、道徳の学習と家庭をつなぐ「家の人から」を配置しています。 

４者目の光村図書は、生徒が家庭での話し合いにつなげられるコラムを配置しています。 
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５者目の日文出版は、家庭や地域社会との連携による指導への配慮として「保護者記入欄」を配置していま

す。 

６者目の学研は、家庭生活や地域社会に関わりのある教材を配置しています。 

７者目のあかつきは、家庭や地域の人との関わりを促す教材や、別冊に、家族との交流を促す記述欄を配置

しています。 

８者目の日本教科書は、学校と家庭、地域社会をつなぐ「心の成長を目指して」を配置しています。 

 まとめといたしましては、いずれの者も、家庭や地域社会との共通理解を深めることができるようになって

います。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（武田（芳）委員） 

  道徳科の授業では、登場人物の立場に立って自分との関わりで道徳的価値について理解したり、自己を見つ

めたりすることが求められていますが、各者どのような人物を扱っているのか伺います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  掲載されている人物についてですが、各者とも複数の人材を扱っています。芸術、文化、スポーツ、障が

いのある人、国内外の人物など、幅広い分野からの人材を扱っています。自己を見つめ、自己の向上を図れ

るよう生き方や中学生へのメッセージが取り上げられています。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（板谷委員） 

  ２点お伺いします。１点目は、道徳科においては、生徒自身が学習を振り返り、自己の変容を自覚すること

が大切であると思いますが、学習の振り返りについて、各者どのような工夫や配慮が見られるか伺います。 

  ２点目は、生と死に関する教育が今後重要になってくると考えますが、死について触れられている者があり

ましたら、教えてください。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  まず１点目でございます。採択参考資料のP２～P17をご覧ください。各者の学習のふり返りに関する工夫や

配慮について申し上げます。 

１者目の東京書籍は、各学年に「自分の学びをふり返ろう」を配置しています。 

２者目の学校図書は、各学年に「一年間の振り返り」や「学びの記録」を配置しています。 

３者目の教育出版は、各学年に「道徳の学びを記録しよう」や「どんな○年生になりたいか」、「そして、未

来へ・・・」を配置しています。 

４者目の光村図書は、各学年に「私の気づき」や「学びの記録」を配置しています。 

５者目の日文出版は、各学年の別冊に「道徳の学習で学んだことを書いてみよう」を配置しています。 

６者目の学研は、各学年に「マイプロフィール」や「心の四季」を配置しています。 

７者目のあかつきは、各学年の別冊に「心に残っている授業の記録」を配置しています。 

８者目の日本教科書は、各学年に「○年生の心の成長を振り返りましょう」を配置しています。 

まとめといたしましては、いずれの者も、自らの道徳的成長を実感したり、新たな課題や目標を持ったりす 

ることができるような工夫や配慮を行っています。 

２点目でございますが、先ほどのどのような人物を扱っているかというご質問がありましたが、幅広く扱っ 

ており、その功績やその後の人生についても扱っております。また、いじめの部分にも関連してくるものかと

思いますが、死そのものについてはあまり大きく扱っておりません。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 
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（小堀委員） 

  キャリア教育について、学校の教育活動全体を通じて行うことが求められていますが、道徳科における扱い

は各者どのようになっているか伺います。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

  道徳科におけるキャリア教育の扱いについてですが、採択参考資料の P73～P90をご覧ください。１者を除

く７者は、分量に差はあるものの多い者では３か年で 27の教材を取り上げています。学校の教育活動全体を

通じて推進されるべきキャリア教育を道徳科でも取り扱えるように配列されています。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（武田（孝）委員） 

  生徒自身が考えを深め、判断し、表現する力などを育む上で、「考え、議論する道徳」への授業の質的な転

換が求められていますが、道徳教育における言語活動の充実について、各者どのような工夫や配慮が見られる

かお聞きします。 

 

（長江道徳小委員会委員長） 

 採択参考資料のP29～P51をご覧ください。各者の言語活動の充実に関する工夫や配慮について申し上げま

す。 

１者目の東京書籍は、「話し合いの手引き」や「つぶやきコーナー」を配置しています。 

２者目の学校図書は、様々な見方や考え方を出し合ったり、話し合ったりする「学びに向かうために」を 

配置しています。 

３者目の教育出版は、自分の考えを基に話し合う「学びの道しるべ」を配置しています。 

４者目の光村図書は、考え、話し合うことを中心に据えた「てびき『学びのテーマ』」を配置しています。 

５者目の日文出版は、各学年の別冊に、自分や友だちの考えを記入する欄を配置しています。 

６者目の学研は、生徒が考えたことを記述する「鉛筆マーク」を配置しています。 

７者目のあかつきは、各学年の別冊に、感じたことや考えたことを記入する欄を配置しています。 

８者目の日本教科書は、「考え、話し合ってみよう そして、深めよう」を配置しています。 

 まとめといたしましては、いずれの者も、生徒が多様な感じ方や考え方に接する中で、考えを深め、判断し、 

表現する力などを育むことができるように工夫されています。以上です。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（委員一同） 

  なし。 

 

（菅野会長） 

  それでは、以上で、「特別の教科 道徳」についての報告を終了します。 

  長江委員長、椿原副委員長、ありがとうございました。ご退席ください。 

  それでは、「報告第４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調査研究

結果の報告について」、調査委員会における調査研究の経過を事務局から説明いたします。 

 

（塚本学校教育係長） 

  「報告第４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調査研究結果の報告

について」、調査委員会における調査研究の経過をご報告いたします。 

  第１回調査委員会は、６月 29日午後２時から、十勝教育研修センターで開催し、調査研究の観点や手順など

について、説明を行いました。調査委員会では、北海道教育委員会が作成した採択参考資料を参考にし、次回
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における役割分担の決定や調査研究の観点にについて意見交換を行っていただきました。 

  第２回調査委員会は、７月 17日午前10時から、帯広養護学校において、調査研究を行いました。 

  調査委員は、教科書見本本の特色が明らかになるよう、取扱内容、内容の構成・排列・分量等、使用上の配

慮等の観点に基づき、調査研究の結果について積極的に意見交換をしていただきました。 

  十分に話し合いが尽くされた後、全ての見本本について、調査研究や協議の結果を踏まえ、報告書の作成に

着手いただきました。 

  第３回調査委員会は、７月 20日午前10時から、十勝教育研修センターにおいて開催し、調査研究の結果を

基に、報告書の精査・作成作業を行い、本日の協議会における報告原稿の作成と報告内容箇所を確認する話し

合いなどを行っていただいたところであります。 

  以上で説明を終わります。 

 

（菅野会長） 

  報告第４号に係る進め方について、お諮りいたします。 

  本日は、調査委員会からの「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」に係る

調査研究結果の報告と、質疑応答を行うこととし、８月３日開催の第６回協議会において審議及び決定を行う

ことにしたいと思います。 

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、本日は調査委員会委員長の報告の後、質疑を行い、第６回協議会において審議及び決定を

行うことに決定いたしました。 

 

  それでは、「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」に係る調査委員会の報

告をいただきます。 

 

（橋本附則９条小委員会委員長） 

  調査委員会附則９条小委員会委員長の音更町立緑南中学校の橋本でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（松本附則９条小委員会副委員長） 

  陸別町立陸別中学校の松本です。よろしくお願いいたします。 

 

（菅野会長） 

  それでは、「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」に係る調査委員会の審

議経過及び調査研究の結果について、10分程度で報告をお願いします。 

 

（橋本附則９条小委員会委員長） 

  学校教育法附則第９条に規定する教科用図書について報告いたします。 

調査研究は３回行いました。報告書１の「調査研究の経過」のとおりです。また、「調査研究の方法につい

ても、記載のとおりです。各者の一般図書の見本本を調査研究した結果を、今年度新たに追加された 15冊の見

本本を中心に説明させていただきます。 

  また、写真掲載の資料につきましては、15冊のイメージとしてご覧になってください。本日、見本本が皆様

のお手元にはご用意できませんでしたので、この資料を持ってかえさせていただきます。どうぞご理解くださ

い。 

はじめに、「あいうえおべんとう」についてです。 

弁当の中に入っている身近な食べ物の名前などを活用して、清音のひらがなを学習できるよう構成されてい

ます。文字の学習を始めたばかりの子どもが扱いやすいよう、「あ行」から「ら行」まで、一つの行が４ページ

で構成され、ページごとにまとめがあり、見慣れた食べ物の図版を使用するなど配慮されています。繰り返し
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活用することで平仮名に興味をもたせ、楽しく学習を進めることができるよう工夫されています。 

次に、「世界の絵本（新）にじいろのさかな」についてです。 

身近な海の生き物が、仲間を増やし、幸せになる様子が分かるよう構成されています。文章は全て平仮名表

記であり、文節に区切られているなど、読みやすいように配慮されています。魚のうろこがキラキラと光り、

触感も異なるため、見たり触ったりすることで関心を高められるよう工夫されています。 

次に、「講談社の年齢で選ぶ知育絵本 ４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん」についてです。 

日常生活で使う「気持ちを伝える言葉」などの使い方が、物語の中で疑似体験できるように構成されていま

す。朝、昼、夜それぞれの場面が描かれた絵の中に、学習する言葉が隠れていたり、子どもの読解力に応じて

話の長さが選択できるようになっていたりするなどの配慮がされています。子どもにとって身近な話題を取り

上げており、興味をもって学習できるよう工夫されています。 

次に「どうぞのいす」についてです。 

「どうぞ」の言葉をきっかけに、目の前にいない相手のことを考えたり、感謝する気持ちを表したりする様

子を、動物たちの表情や行動から分かるように構成されています。「えんりょなくいただく」「あとのひとにお

きのどく」など、決まった言い回しを繰り返すことで、物語の展開に見通しが持てるよう配慮されています。

子どもたちに馴染みの深い動物と木の実や食べ物により、関心が高まるよう工夫されています。 

次に「音のでる知育絵本１５ こえでおぼえるごあいさつえほん」についてです。 

日常生活で使用される挨拶が、文字と音声で学習できるよう構成されています。絵本の仕掛けをめくると挨

拶の言葉が書かれており、イラストで指定されたボタンを押すと声が出てくることで、目と耳を使って挨拶の

言葉を確認できるよう配慮されています。声とポップアップのしかけで興味をひき、子どもが遊びながら学習

を進められるよう工夫されています。 

次に「絵でわかるこどものせいかつずかん４ おつきあいのきほん」についてです。 

日常生活で必要な、人とのつきあい方について短いことばと絵で学習できるよう構成されています。「こま

ったとき」「きまりをまもる」など、子どもにとって身近な 20の場面を取り上げ、どのように対応するとよい

かを見開き２ページで学習できるよう配慮されています。イラストで描かれた生活の場面を子どもの経験と重

ねることで「こんな時はこうする」という意欲を育み、主体的に学習を進めることができるよう工夫されてい

ます。 

  次に、「ピーマン村の絵本たち おおきくなるっていうことは」についてです。 

「おおきくなるっていうことは」に続く言葉となじみやすい絵で、自分の成長や社会に期待される姿が理解 

できるよう構成されています。「服が小さくなる」など具体的な内容から始まり、「おもしろい物が見つけられ

る」「やさしくなれる」など、徐々に抽象的な内容になるよう配慮されています。中心的な題材が１ページに大

きく描かれているなど、興味・関心が高まるよう工夫されています。 

  次に、「キッズ・えほんシリーズ 日本がわかるちずのえほん改訂版」についてです。 

各都道府県の形や特産物などを、カラフルなイラストでまとめるなど、分かりやすく学べるよう構成されて

います。文章による説明や５種類の地図記号、日本地図の中での位置も示されており、学習段階に応じた使い

方ができるように配慮されています。国内にある山の高さや川の長さ、湖の広さ、果物などの生産量のベスト

３を、身近な例を挙げて、見開き１ページに収めるなど必要な情報が一目で分かるよう工夫されています。 

次に、「みんなのためのルールブック あたりまえだけど、とても大切なこと」についてです。 

子どもが学校生活や社会生活を円滑に送るために必要な 50 のルールを、短いことばや絵で学習できるよう

構成されています。それぞれルールは見開き２ページで、文章による説明を基本に絵も効果的に活用して、子

どもが内容をイメージしやすいよう配慮されています。一緒に学習する指導者とともに、子どもが「どうして

そういうことが大切なのか」を考えることができるよう工夫されています。 

 次に、「中級編ジャンプアップ とけい・おかね・カレンダー」についてです。 

「時計」と「お金」、「カレンダー」について、スモールステップで学べるように構成されています。１ペー

ジに掲載されている問題数が、最大で 12問と少ないため、見通しを持ちやすくなっており、満足感や達成感が

得られやすいよう配慮されています。文字や数字、回答欄が大きく、読み書きに困難がある子どもも取り組み

やすいよう工夫されています。 

 次に、「あそびのおうさまＢＯＯＫおうさまのたからばこ スタンプポン」についてです。 

もとになる絵に、丸、三角、四角の木製スタンプを押すことで一つの絵を完成させることができるよう構成

されています。本の前半では、例示をもとに木製スタンプを使用し、後半では、自分の感性で自由に木製スタ

ンプを使用することで、子どもの創造の幅を広げられるよう配慮されています。各ページに用いられている絵
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は親しみやすく、子どもの発達に合わせて使用できるなど、使いやすいよう工夫されています。 

  次に、「いろいろいろのほん」についてです。 

色を混ぜることで色彩が変化する楽しさを本の中で体験できるよう構成されています。読み手に語りかける

ような文章表記になっており、指示どおりに見たり触ったりすることで、主体的に色に関する知識が習得でき

るよう配慮されています。白地に絵の具という簡素な画面構成により、色の変化に着目できるよう工夫されて

います。 

 次に、「子どもとマスターする４５の操体法 改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方」についてで

す。「操作の基本」や「自分の体の動きを確かめる」など、子どもが分かりやすいよう簡潔に構成されています。

生活上の動きや簡単にできる体の操作から、体のゆがみに自ら気付き、整えることができるよう配慮されてい

ます。 

シンプルな全身像に動きやポイントを示す矢印、短く簡潔な説明が付記されるなど、理解しやすいように工

夫されています。 

次に「くらしに役立つ保健体育」についてです。 

健康で安全に暮らしていくために必要な知識を理解しやすいよう分かりやすいよう簡潔に構成されていま 

す。随所に考えを深める問いかけがあり、子どもたちが自ら調べたり考えたりすることができるよう配慮され

ています。文章での説明を基本に、必要に応じて写真やイラストを活用して子どもが分かりやすく学べるよう

工夫されています。  

最後に、「職業・家庭 たのしい職業科 わたしの夢につながる」についてです。 

職業科で学習する内容について、「パソコン」や「園芸」など１つの項目を見開き４ページで学習できるよ

う構成されています。章のはじめには学習のめあてが示され、章末には学習を振り返るページがあり、子ども

自身で学習内容に沿った学習が進められ、振り返りができるよう配慮されています。各章は、文章での解説を

基本に、写真やイラストを活用して子どもに分かりやすいよう工夫されています。  

以上で、調査研究の報告を終わります。 

   

（菅野会長） 

  ただいま、「学校教育法附則第９条に規定する教科用図書」についての報告をいただきました。ここで、ご質

問をお受けいたします。 

 

（伊藤委員） 

  一般図書は、教科用図書として実際の授業の中でどのように使用されるのか伺います。 

 

（橋本附則９条小委員会委員長） 

  特別支援学校及び特別支援学級では、児童生徒の実態が多様であることから、児童生徒一人一人の発達段階

に応じ、適切なものを選択する必要があります。 

 一般図書を使用し、国語の学習の中での読み聞かせを通して言葉を増やすことや絵本等に出てくるものの数

を数えながら算数の内容に関する学習を行うなど、児童生徒の興味や関心を喚起することに使用されています。 

  また、衣服の脱着、手洗等の基本的生活習慣や集団生活、将来の社会生活に必要な基本的内容が、学校生活

の流れに沿って具体的に指導されていますが、その際に各教科との関連を図りながら効果的に指導を行うため、

事前・事後の学習等における教材として使用されています。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（宮原副会長） 

  今年度、新たに追加された見本本の中で、「特別の教科 道徳」の学習に使用するとしたら、具体的にどの本

をどのように使用できるのか、一例を紹介してもらえますか。 

 

（橋本附則９条小委員会委員長） 

  例えば、新規図書の「おおきくなるっていうことは」では、「おおきくなるっていうことは」に続く言葉とな

じみやすい絵で、自分の成長や社会に期待される姿が理解できるよう構成されています。善悪の判断、親切、
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思いやり、感謝、生命の尊さなどについて児童生徒の障がいや発達の状態に応じて「特別の教科 道徳」の指

導内容の重点化を図りながら指導を進めることができると考えられます。 

 

（菅野会長） 

  ほかにございませんか。 

 

（委員一同） 

  なし。 

 

（菅野会長） 

  それでは、以上で、「学校教育法附則第９条に規定する教科用図書」についての報告を終了します。 

  橋本委員長、松本副委員長、ありがとうございました。ご退席ください。 

  次に、その他といたしまして、「（１）教科書展示会における意見について」を、事務局から説明いたします。 

 

（塚本学校教育係長） 

  教科書展示会における意見につきまして、ご説明いたします。 

  資料１の「平成30年度 第 12地区教科書採択地区の教科書展示会での意見件数及び一覧」をご覧ください。 

  表紙は、各町村で実施された教科書展示会での意見数を記載しておりますが、合計で 112件のご意見をいた

だていております。 

  次ページ以降は、各町村での意見を記載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

  以上で説明を終わります。 

 

（菅野会長） 

  この件については、よろしいですか。 

 

（委員一同） 

  はい。 

 

（菅野会長） 

  次に、「（２）平成31年度から使用する小学校用教科用図書（道徳以外）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） 

  平成31年度から使用する小学校用教科用図書（道徳以外）について、ご説明いたします。 

  小学校用教科用図書につきましては、平成 30年５月17日の第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あります。 

  このことにより、本協議会において決定を行うこととなりますが、８月３日に開催いたします、第６回の協

議会において、平成26年度採択における調査研究の内容を基にご審議をいただき、決定をしたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

 

（菅野会長） 

  この件もよろしいでしょうか。 

 

（委員一同） 

  よろしい。 

 

（菅野会長） 

委員の皆さんから、他に何かございませんか。 
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（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） 

  次回、第５回協議会は十勝教育研修センターで午前 10時から開催いたします。 

  本日、お配りいたしましたファイル等につきましては、忘れずにご持参ください。 

  それでは、以上をもちまして、平成 30年度第４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。 


