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８月臨時教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、ただいまより８月臨時教育委員会を開催いたします。 

 

｛議案審議｝ 

 

【中山教育長】 本日は、教科書採択にかかわる案件が４件上程されておりますので、順

次審議してまいりたいと考えております。なお、採択に関する教育委員会については、公

開で行うことを既に５月の臨時教育委員会で確認しておりますので、申し添えておきます。 

 

【中山教育長】 それでは、議事に入らせていただきます。 

 議案第 30 号「平成 31 年度使用八尾市立中学校教科用図書（特別の教科 道徳）の採択

に関する件」について審議いたします。 

 提案理由を仁科指導課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 ただいま議題となりました議案第 30 号、平成 31 年度使用八尾市立中

学校教科用図書（特別の教科 道徳）の採択につき、教育長に対する事務委任等に関する

規則第２条第９号の規定により、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしまして、本年度は中学校において特別の教科 道徳の教科書採択の年にな

っており、５月の臨時教育委員会において、採択事務に関する件についてご審議をいただ

き、八尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会に諮問をしていただいたところです。去

る５月 18 日及び７月５日の２日間に、八尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会が開

催され、慎重なご審議をいただき、７月 20 日に選定委員長より教育長に答申が行われま

した。 

 つきましては、平成 31 年度使用八尾市立中学校教科用図書（特別の教科 道徳）の採

択について、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

開 催 年 月 日  平成３０年８月７日（火） 

開 催 時 間  午後１時００分  

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

中 山 教育長 

木 下 教育長職務代理者  

御喜田 委員 

村 本 委員 

水 野 委員 

出 席 職 員 

 

吉川副教育長・今岡学校教育部長・山本学校教育部次長・仁科指導

課長・塚本教育センター所長・森人権教育課長・黒井指導課長補

佐・小松指導課指導主事 
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【中山教育長】 今年度は、初めて中学校の｢特別の教科 道徳｣の教科書を採択する年で

あります。八尾市の子どもたちの、主たる教材としての教科書でございますので、教育委

員会として、その権限と責任において、採択してまいりたいと考えておりますが、選定委

員会からの答申に至るまでの経過について、確認したいと思いますので、指導課長、説明

願います。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会から答申に至るまでの経過について、改めてご説明を申し

上げます。 

 ５月 18 日、校長会代表、八尾市教育研究会代表、八尾市小中学校教育課程研究会代表、

教員代表、保護者代表によって構成される八尾市義務教育諸学校教科用図書選定委員会第

１回会議を開催し、基本方針を踏まえ、諮問文の確認、調査員の配置、調査項目と観点、

業務スケジュール等の確認がなされました。 

 ７月５日、第２回の選定委員会が開催され、調査員、各学校、八尾市教育研究会等の調

査研究報告書、大阪府教育委員会の教科用図書選定資料、教科書センターにおける市民意

見等を踏まえ、調査項目と観点別に本市の学校教育における現状や生徒の実態に応じて、

最も適切な教科書は何かとの視点で慎重なる審議が行われ、答申案の取りまとめが行われ

ました。 

 ７月 20 日、選定委員長より教育長に答申が行われたものでございます。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 前回 30 年度の時には、選定委員会からの答申をもとに、大阪府教育委

員会からの教科用図書選定資料(道徳)、並びに調査員や教育研究会、そして学校からの報

告書、また市民の方々の意見も参考にしながら審議し、採択してまいりました。 

 今回につきましても、答申をもとに審議を進めて採択をしていきたいと考えております

が、ご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員ご異議がないようですので、そのように審議を進めてまいりたい

と考えております。 

 それでは、｢特別の教科 道徳｣について審議するに当たりまして、仁科課長より答申の、

｢道徳｣について説明願います。 

 

【仁科指導課長】 そうしましたら、答申についてご説明を申し上げたいと思います。 

 初めに、図書名及び発行者名、「新しい道徳」、東京書籍株式会社についてでございま

す。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の冒頭には主題となるテーマが設定、示されて

おり、生徒が見通しを持ちながら物事を広い視野から多面的・多角的に考えられるように

取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命尊重について、多面的・多角的に考えら
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れる教材を幅広く取り上げ、命の大切さについて考えを深められるよう取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われており、連続して配置され

た多様な教材で学びを深め、自身と他者の命を大切にしようとする態度を育むよう工夫さ

れている。 

 組織・配列・分量については、いじめや命を題材にした教材は連続して取り組むことが

できるよう組織・配列されており、考えを深めることができるよう配慮されている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、問題解決的な学習や役割演技

等の体験的な学習を取り入れたアクションが設けられ、多様な学習を展開し、学習できる

よう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、震災、薬物等の今日的な課

題に触れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、「プラス」「郷土のことを考える」「自分の学びをふり

返ろう」があり、学んだことを振り返ったり、課題について考えたりすることができるよ

う工夫されている。 

 次に、図書名及び発行者名、「輝け 未来 中学校道徳」、学校図書株式会社。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の冒頭には内容項目と大切な 10 のポイントが、

マークが示されており、生徒が課題意識を持って考えられるよう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さについて多面的・多角的に考えら

れる多様な観点から教材が幅広く取り上げられ、考えを深められるよう取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われており、生活場面に着目し

た教材等で生徒が身近に感じられるよう工夫されている。 

 組織・配列・分量については、学校行事と教材を関連させ、課題意識を持たせて学習で

きるよう組織・配列されており、考えを深めることができるよう配慮されている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、問題解決的な学習や体験的な

学習を取り入れた教材が設けられ、多様な学習ができるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、オリンピック・パラリンピ

ック、性的少数者等の今日的な課題に触れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、教材末尾に「心の扉」があり、学習内容がさらに深まる

よう工夫されている。 

 次に、図書名及び発行者名、「中学道徳 とびだそう未来へ」、教育出版株式会社。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の冒頭に内容項目に関連した問いかけがあり、

生徒が主体的に考えられるよう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さについて、多面的・多角的に考え

られる教材が幅広く取り上げられ、考えを深められるよう取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われており、いじめ問題を直接

取り上げた教材では、生徒が興味関心を持ちやすくするよう工夫されている。 

 組織・配列・分量については、学期ごとに教材がバランスよく配置されており、学校生

活と関連性のある内容を連続して学習することで、考えを深めることができるよう配列さ

れている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、問題解決的な学習や役割演技
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等の体験的な学習を取り入れた「やってみよう」が設けられ、多様な学習が展開できるよ

う工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、震災等の今日的な課題が触

れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、巻末に「都道府県にゆかりのある人物と、その言葉」が

あり、人物の言葉をきっかけに自己の生き方について考えられるよう工夫されている。 

 図書名、発行者名、「中学道徳 きみが いちばん ひかるとき」、光村図書出版株式

会社。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の末尾に「学びのページ」があり、生徒が主体

的に考えを深められるよう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さに重点を置き、多面的・多角的に

考えられるよう多様な観点から教材が幅広く取り上げられ、考えを深められるよう取り扱

われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り上げられており、さまざまな教材

や「コラム」から生命尊重の態度を育むことができるよう工夫されている。 

 組織・配列・分量については、全学年４つのシーズンとテーマに分類し、生徒の発達段

階に応じた組織・配列になっており、学校や生徒の実態に応じて学習できるよう配慮され

ている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、主体的に考えたり、話し合っ

たりする発問を取り入れた「やってみよう」が設けられ、多様な学習が展開できるよう工

夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、震災等の今日的な課題に触

れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、巻末に「学びの記録」があり、学習内容を記録すること

で考えを広げ、深められるよう工夫されている。 

 図書名及び発行者名、「中学道徳 あすを生きる、中学道徳 あすを生きる 道徳ノー

ト」、日本文教出版株式会社。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の冒頭に主題が示されており、生徒が見通しを

持ちながら考えられるよう取り扱われている。また、教材末尾の「考えてみよう」「自分

にプラスワン」では、多面的・多角的に考えられるよう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さについて多面的・多角的に考えら

れるよう、教材や「プラットホーム」等の資料を幅広く取り上げ、考えを深められるよう

取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われており、関連する教材や

「コラム」を組み合わせて学習することで考えを深められるよう工夫されている。 

 組織・配列・分量については、「本冊」と「道徳ノート」で構成されている、生徒の発

達や学校行事等を踏まえた組織・配列となっており、分量も考え、議論し合う学習ができ

るよう配慮されている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、問題解決的な学習や体験的な

学習を取り入れた「学習の進め方」があり、多様な学習が展開できるよう工夫されている。 
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 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、震災、性的少数者等の今日

的な課題に触れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、教材末尾に「プラットホーム」があり、学習内容を深め、

より深く考えられるよう工夫されている。 

 図書名及び発行者名、「中学生の道徳 明日への扉」、株式会社学研教育みらい。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の末尾にある設問例を通して考えを深められる

よう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さについて、多面的・多角的に考え

られる教材や「クローズアップ」等の資料が幅広く取り上げられ、考えを深められるよう

取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われており、生徒にとって身近

な教材等、様々な教材を取り上げ、幅広い視点から学習することで考えを深められるよう

工夫されている。 

 組織・配列・分量については、同じ内容項目が連続しないようバランスよく組織・配列

されており、分量についても写真やイラストを用いる等配慮されている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、問題解決的な学習や役割演技

等の体験的な学習を取り入れた「深めよう」があり、多様な学習を展開できるよう工夫さ

れている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、社会参画等の今日的な課題

に触れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、教材の末尾に「クローズアップ」「クローズアッププラ

ス」があり、学習内容を深めることができるよう工夫されている。 

 図書名及び発行者名、「中学生の道徳 自分を見つめる・自分を考える・自分をのばす、

中学生の道徳ノート 自分を見つめる・自分を考える・自分をのばす」、廣済堂あかつき

株式会社。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の末尾にある「考える・話し合う」では、めあ

てが示されており、生徒が見通しを持ちながら考えを深められるよう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さについて、多面的・多角的に考え

られる教材が幅広く取り上げられ、考えを深められるよう取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われ、教材と資料「Ｔｈｉｎｋ

ｉｎｇ」等で考えを深めるよう工夫されている。 

 組織・配列・分量については、「本冊」と「道徳ノート」の２冊で構成されている。ま

た、学年や時期を考えた構成で組織・配列されている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、「本冊」や「中学生の道徳ノ

ート」では役割演技や表現活動を促す活動が設けられ、考え、議論しやすい工夫がされて

いる。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、オリンピック・パラリンピ

ック等の今日的な課題に触れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、各教材の末尾に偉人の言葉があり、その言葉をきっかけ

に深く考えることができるよう工夫されている。 
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 最後に、図書名及び発行者名、「道徳 中学校 生き方から学ぶ・生き方を見つめる・

生き方を創造する」、日本教科書株式会社。 

 目標・内容の取り扱いについては、教材の末尾にある「考え、話し合ってみよう そし

て、深めよう」を通して、生徒が主体的に考えを深められるよう取り扱われている。 

 人権等の取り扱いについては、人間尊重や生命の尊さについて、多面的・多角的に考え

られる教材が幅広く取り上げられ、考えを深められるよう取り扱われている。 

 内容の程度については、全学年でいじめについて取り扱われており、教材や教材の中に

あるイラストから考えを深められるよう工夫されている。 

 組織・配列・分量については、学校の教育目標や生徒の実態に応じて、年間指導計画が

作成できるよう組織・配列されている。 

 創意工夫している点や参考資料の取り上げ方については、問題解決的な学習や体験的な

学習を取り入れた教材が設けられ、多様な学習が展開できるよう工夫されている。 

 今日的な課題の取り扱いについては、いじめ、情報モラル、オリンピック・パラリンピ

ック等の今日的な課題について触れられるよう配慮されている。 

 発展的な学習内容については、「届けたい言葉」「込められた思い」等のコラムがあり、

学習内容を深められるよう工夫されている。 

 以上でございます。 

 

【中山教育長】 ただいま、選定委員会からの答申を仁科課長から報告いただきました。

この後、答申をもとに審議を進めて参りたいと思いますが、八尾市教育センターとそれか

ら志紀図書館の２カ所で教科書展示を行っておりますので、どのような意見が市民から寄

せられたのか、お願いできますか。 

 

【塚本教育センター所長】 教科書展示会の状況についてでございますが、法定展示会と

しまして教育センター及び志紀図書館におきまして、６月 15 日金曜日から７月４日の 14

日間開催をいたしました。 

 教科書を閲覧された方々のご意見といたしましては、「現代の子どもたちの身の回りで

起こっている今日的課題が盛り込まれている」、また「心を揺さぶる教材が多くあった。

そういった切り口からも子どもたちに大切なこと、大切なものについて考えさせられると

思う」、また「自他の違いやよさを認め合える教材が数多く設定されている」、また「道

徳の教科書を主に見たが、教科化されたことで教師の大変さを感じた」、また「人権・平

和・共生に配慮された内容になっているか比較しながら読んだところ、問題だと感じる教

科書もあった」、最後に「中学校の道徳の教科書は内容が多いため、子どもたちが理解し、

意見を話し合う時間がとれるかどうか心配です」などのさまざまなご意見をいただいたと

ころでございます。 

 

【中山教育長】 ２カ所に設置したということで、より多くの市民の方にごらんいただく

ことができたと思うんですけれども、かなりたくさんのご意見をいただいていますか。 

 

【塚本教育センター所長】 閲覧者数も、法定外展示も含めまして 71 名お越しいただき、
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さまざまなご意見を頂戴しております。 

 

【中山教育長】 それも参考に、私たちは審議していきたいと思います。今の答申のこと

や、それから市民の方々のご意見も踏まえまして、調査研究の項目に沿って審議を進めて

いきたいと思っているんですけれども、その調査項目について進める前に、前提として八

尾の子どもたちに適した教科書を選ぶために、昨年度の小学校教科書の採択のときに、最

後私たちが確認した、３点については確認していきたいと思っているので、よろしいでし

ょうか。 

 まず、１点目ですけれども、昨年度、小学校の｢特別の教科 道徳｣の採択時にもたくさ

んご意見をいただいて、議題になりました別冊の取り扱いについて、今年度もまた審議に

なるかと思うんですけれども、具体的には昨年度の審議、私ももう一度振り返って議事録

等々見てまいりました。昨年度は小学生、今年度は中学生ということで、別冊の取り扱い

についても八尾市は教職員の育成の観点からということで、小学校のときには話し合いが

進んだんですが、いろんな視点で見ていただいて、今回の中学校道徳の見本本にもこの別

冊のあるところが、日本文教出版と廣済堂あかつきの２社がありますので、それについて、

昨年度の採択時の別冊の取り扱いにも触れて、審議しておきたいなと思います。 

 八尾の子どもの実態に応じて、道徳ノートを作るにしても、その作り方とか、何を書か

せて、何を話し合わせるのか等々、子どもの実態を一番よく知る先生方が創意工夫して、

授業を展開する方がよいのではないかという意見が昨年はありました。八尾の教職員の入

れかわりが進んで、経験の浅い教職員が本当にたくさんいる中で、昨年は別冊のないほう

がいいだろうという結論に至ったんですけれども、今年度、この中学生が使うという視点

でいかがなものでしょうか。ご意見いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【村本委員】 その点につきましては、私は昨年度の小学校道徳の教科書と同様でいいの

ではないかなと思っております。 

 

【中山教育長】 かなり昨年議論したところではあるんですが、いかがなものでしょうか。

ほかの委員さん、この件についていかがですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 昨年のときもこの別冊の取り扱いということでお話をしたと

思います。この別冊も教科書ですので、本体と別冊であわせますとかなりの分量になる。

どこの教科書会社とも 35 コマの分量は十分に取り扱っておられるということになります

ので、文科省が求めている話し合い、考え、話し合いですね、活動的に取り扱うという内

容を含めて、これだけのページ数が可能なのかどうかも考えてみる必要はあるなとは思っ

ています。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

  

【御喜田委員】 私も同様で、異議はありません。ただ、一言だけ言わせていただくと、

日本文教出版の２年生の 146 ページに載っているダショー・ニシオカさんという方は、八
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尾の出身の方なんですね。この教科書が選ばれるとか選ばれないとか関係なく、八尾の子

どもたちがブータンで活躍されたこの人のことを学べる機会があればいいなと思いました。 

 

【中山教育長】 このダショー・ニシオカさんについてはまた後ほど郷土を愛するという

あたりでも、話をしてほしいなと思っているので、後ほど話題にしていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 他にご意見ないでしょうか。今は前提の確認ということなので、これが全てではありま

せんので。 

 あと、２点目なんですけれども、昨年、小学生ということもありましたので、教科書の

大きさとか、それから表紙のデザイン等についてもかなり話し込みました。今年は中学生

ということで、教科書の大きさでは学研教育みらいの教科書が１社Ａ判ということで、大

変小学校のときと同じで大きいんですけれども、中を見ると字の大きさ自体は他社とほぼ

変わらないんですね。余白をたくさんとっていただいていて、教科書が大きくなっている

んですけれども、昨年度話をしたときに、子どもたちの机の天板ですよね、その上に補助

教材とかノートとかプリント類等々広がるとなると、教科書はコンパクトなほうがいいな

という意見が出ていたかと思います。教科書の表紙につきましても、昨年も写真なのかイ

ラストなのかという意見も私も議論した記憶があるんですけれども、今年度は日本教科書

の表紙だけが写真になっていて、あとはイラストになっているというようなところがあり

ます。このあたりについてはいかがですかね。 

  

【御喜田委員】 私は教科書の大きさについては、去年と同様でいいと思います。やはり、

先ほど説明にもあったように、ノートやプリントが机の上に置いてあるとなると、やはり

できるだけコンパクトなほうがいいんじゃないかなと思います。 

 あと、表紙についてなんですけど、日本教科書だけが写真になっていると思うんですけ

ど、確かにイラストは温かみがあるという点は、写真にはないところだと思うんですが、

小学校と中学校では発達段階も違うので、それだけで判断するのはどうかなとは思います。 

 

【中山教育長】 ほかの委員さん、いかがですか。 

 

【村本委員】 表紙ですけども、私は道徳という教科を考えたときに、やはり表紙も道徳

と結びつくようなものがいいだろうとは思います。私は日本教科書の教科書を見たときに、

表紙から道徳が結びつきませんでした。どこか社会科の教科書のような感じを受けました。

他の教科書は、イラストで温かみがあり、道徳とつながると思いました。そういう点では、

表紙のデザインも大切ではないかと思います。 

 

【中山教育長】 水野委員、いかがですか。 

 

【水野委員】 表紙がイラストか写真かということに関して、私もイラストのほうが道徳

の教科書ということはよくわかるので、どちらがいいという質問をされますと、イラスト

のほうがいいかなと、印象の域を出ませんが、そういう意見を持っております。 
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【木下教育長職務代理者】 教科書の大きさなんですけれども、全部で３種類あるんです

ね、Ａ４とＡＢ判とＢ５と。去年、小学校のときも、大きいＡ４はやはり使いにくいので

はないのかなという話が出たように思っています。子どもたちのかばんの中の重さが大変

世の中の話題になっているときですので、そのことも含めて考えてみる必要はあるかなと

思います。 

 表紙に関して言えば、イラストよりも子どもが表紙に上がっているというのは、子ども

と一緒に考えようということで、非常にいいのではと考えています。 

 

【中山教育長】 大きさについては、やっぱりコンパクトのほうがいいのではないかとい

うご意見が多いかと思います。デザインについては、皆様それぞれに思いがあるかと思い

ますが、私自身も教科書全体的に子どもが落ちついて学習できるようなものが、温かみの

あるものがいいなと思っておりますので、それも含めてこの後審議していけたらなと思っ

ていますので、この２点目もよろしくお願いします。 

 それから、最後にもう一度前提として確認しておきたいのは、八尾市は共に学び共に育

つということを前面に出して教育を推し進めているんですけれども、八尾市にはもうさま

ざまな国籍や外国にルーツのある子どもたち、それから障がいのある子どもたち、そのほ

かにも多様な子どもたち、たくさんおります。人権を大切にしてきている八尾市だからこ

そ、これが今からお話しすることが前提になるのかなと思うんですけれども、たくさんの

外国籍や外国にルーツのある生徒や障がいのある児童生徒、たくさんいる中で、学校図書

の教科書見ていただいたらと思うんですけれども、１年生で言うと学校図書の 14 ページ

ですね、それから２年生では 162 ページですかね。それから３年生では 73 ページ、私が

見つけたのはそのあたりなので、まだほかにもあるかもしれないんですけれども、３年生

の 73 ページ、それはコラムなんですけれども、実際に教科書を読んでいただいてお気づ

きになった方々もいらっしゃるかと思うんですけど、そのあたりは学習者が日本人である

ということを前提に題材が書かれています。八尾の実態としては本当にクラスの中にたく

さんの外国籍のお子さんがいる状況があるので、そのあたりはどうなのかなというのは思

いました。何回も申し上げますが、八尾の子どもたちに適した教科書を採択する際に、外

国籍の生徒や外国にルーツのある生徒が多数在籍しているということは、念頭に置いて選

びたいなと思いました。 

 それから、細かいことなんですけれども、人権を大切にしている八尾市だからこそ、し

っかりと見ていきましたら、学研教育みらいですね、今、判が大きいという話が出ていた

んですが、これの１年生の 31 ページのところに、「手短に」というような言葉があるん

ですけれども、大阪府とか八尾市においては人権的な配慮から身体的表現については、文

言等々にも配慮しているので、とても細かいことなのですが、そういうことも教科書を採

択していく上では考えていきたいなと思っております。 

 このあたり、皆様いかがですかね。 

 

【水野委員】 学校に在籍している外国人をどうやって学校現場で受け入れていくかとい

うことは非常に大きな問題で、もちろん日本語を教えていくんですけど、諸外国の流れは
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自分の文化にもアイデンティティーを持つというか、自分の文化も大切に、日本の文化も

大切にということで、両方を統合していくということはすごく大きな流れなので、日本人

であることを強要、もちろんこれを使うことによって強要はしませんけど、そういう誤解

を招くということは、私も何か気になるところではあります。それを読む子どもがどうい

うふうにそれを受け取るかということに関しては、心配な部分がどうしてもやっぱりあり

ますし、もちろん身体的表現についても同様ですね、やっぱり傷つく子どもがいるという

ことへの配慮を教える教科書で、このようなということになると、気になります。 

 

【御喜田委員】 私も、今、教育長や水野委員のお話にもあったように、八尾市の子ども

たちに適した教科書を採択する必要があると思っているので、今、先生方がおっしゃった

ことは当然必要なことではないかと思います。 

 

【中山教育長】 審議が始まる前の前提として、小学校のときのことも踏まえまして、確

認をさせていただきましたが、いろんな観点別に話を進める前に、前提としてこれだけは

話をしておきたいということが、委員の皆様からありましたらお願いしたいんですが。 

 

【木下教育長職務代理者】 観点別に入る前に、全般として考えたいなと思うことを１つ

述べさせていただきます。 

 それは答申にも出てない項目なんですが、どの教科書も評価というか、振り返りの部分

があります。ご承知のように、教科としての道徳が始まるときに、道徳の評価をどうする

のかということは非常に大きな問題になりました。点数をつけるのかどうするのか、評定

をつけられるのかどうかも含めて問題になりました。結果として、成績表は文章表記にし

ようということで話はまとまったかと思っています。各教科書会社ですね、子どもたちに

振り返りをいろんな形でさせているんですが、大きく分けて２つなんですね。文章表記で

振り返らせる。ＡＢＣなり星の数なり、１２３なりなんなり、いろんな形があるんですが、

段階評価をさせているところもあります。道徳は段階評価ができないよね、難しいよねっ

て教員は言いました。これをどう取り扱うか、どう考えるかというのは、ぜひ考えてみる

値打ちはあるんじゃないかなと思っています。 

 

【中山教育長】 今、木下委員から投げかけていただいた評価とか振り返り等々につきま

しては、観点別で確かに答申からいただいたものでいくとそこはさわっていないので、こ

の点については観点別に進めた上、その他においてこの評価の取り扱いについても審議で

きたらなと思いますので、よろしいでしょうか。 

 それでは、ここから答申にありました８つの観点それぞれのよさをしっかりと述べてい

ただいたんですけれども、この８つの観点に沿って、審議していきたいと思います。 

 １つ目の観点は目標と内容の取り扱いについてということで、各社の教科書や答申を初

め、関係する資料を可能な限り皆様見てくださっているんですけれども、この間の皆様の

いろんな情報共有も含めまして、ここのところは活発に意見交流していけたらなと思って

おりますので、どなたからでもご意見いただけたらと思います。よろしくお願いします。 
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【村本委員】 今回、改正された学習指導要領の目標にも示されているのですが、生徒に

道徳的諸課題を自分のこととして捉えさせ、物事を広い視野から多面的・多角的に考えさ

せること、これが大切なことだと思います。 

この目標の達成に向けて、現在、本市の各中学校はどのような研究を進めているのか知

りたいのですが、教えていただけますでしょうか。 

 

【中山教育長】 村本委員から学習指導要領の目標にも示されている部分で、八尾の中学

校でどんなふうに進められているかというご質問があったんですが、事務局、そのあたり

をお願いできますか。 

 

【仁科指導課長】 現在、各中学校における道徳教育の研究の状況でございますけれども、

解決が難しい道徳的諸課題について生徒が主体的に課題意識を持ちながら、自ら考え、議

論や役割演技等の体験的な活動を通して、自らの考えを広げ、深め、よりよく生きるため

にはどのようにすればよいのかといったことをさらに考えさせるといった、いわゆる｢考

え、議論する｣といった手法を取り入れた授業が多く研究されているところでございます。  

 

【中山教育長】 考えて議論するといった手法を取り入れていると。この数年間八尾の中

学校におきましては、今年、府の道徳教育の研究大会の中河内大会で八尾市が当番になっ

ていまして、それに向けてより一層 15 校が研究を進めているという実情もありまして、

その中で今指導課長が答えてくれたように、考えて議論するという手法を進めているかと

思います。 

 ほかにこの観点について、いかがですか。 

 

【御喜田委員】 私も今、説明にもあったような研究が各学校で進められることが八尾市

の生徒の道徳的な成長につながるのだと思っています。そうしたことを考えると、説明に

もあった、話し合ったり、役割演技をしたり等の体験的な学習が展開しやすい教科書がい

いと私は思っています。それぞれの各社の教科書を見てみると、答申にもあったんですが、

教材の冒頭や末尾に考えを深める工夫があったり、話し合いを子どもたち同士がするペー

ジがあったりと、それぞれに体験的な学習ができるよう工夫がされています。 

 その中で、私が特に、体験的な学習が展開しやすいと思った教科書が幾つかあります。

東京書籍は話し合ったり、役割演技をしたりする「アクション」というのがあり、また教

育出版も同様に「やってみよう」という体験的な学習が設定されていました。各教科書と

も、体験的な学習が展開できるようになってはいるんですが、今、２社を上げさせていた

だいたんですが、わかりやすく具体的にその内容を示しているので、生徒も体験的な学習

の展開が図りやすいのではないかと思っています。 

 

【中山教育長】 体験的な学習という視点で見ていただいたかと思いますが、その他の委

員の皆様、何かこの件に関してご意見ありませんか。先に進めさせていただいてもいいで

すか。 

 最初の目標・内容の取り扱いについては、生徒が道徳的諸課題を主体的に捉えて、自ら



－12－ 

考えられる、そういうものを選んでいきたいということや、それから班やグループで議論

する部分もありなのかなと思います。 

 では、２つ目の観点に移らせていただきます。先ほども若干は触れたんですけれども、

人権の取り扱いについて考えていきたいと思います。この人権の取り扱いについてご意見

等々ありましたら。どなたからでも結構ですのでお願いできますか。 

 

【御喜田委員】 八尾市は教育振興計画にも、理念として人権と共生の 21 世紀を担う人

間の育成を示していると思うんですが、人権尊重の観点から各学校ではどのような取り組

みを進めているのか教えていただきたいと思います。 

 また、選定委員会でこの点についてどのような意見が出たのかも教えていただけたらと

思います。 

 

【中山教育長】 各学校の人権尊重にかかわる取り組み状況と、選定委員会での意見につ

いてお願いします。 

 

【仁科指導課長】 まず、各学校における人権尊重の取り組みにつきましては、いじめの

問題を初めとして、男女共生、多文化共生、支援教育等、各学校の人権課題に正対した取

り組みが進められております。とりわけ、生命尊重やいじめの問題については、各学校が

重点的に取り組みを進めております。 

 次に、選定委員会の中で出た意見についてでございますが、各社ともいじめ問題や生命

尊重に重点を置いた取り扱いになっているといった意見がございました。また、先ほどの

議論にもありましたが、日本人が学習者の前提となっている教材、身体的な表現がある教

材、そういったことについては人権的な配慮がされている教科書がより望ましいのではな

いかという意見が出たところでございます。 

 

【中山教育長】 この件に関して、ほかに委員の皆様、何かございませんか。 

  

【村本委員】 各社教科書を見ますと、生命尊重やいじめの問題については全ての教科書

会社で取り扱われ、各社、詩や読み物、資料、漫画等、子どもたちの興味・関心を引くよ

うに工夫されていました。そのほかにも、障がい者理解についても障がい者スポーツやパ

ラリンピック選手を題材にしたものは、生徒の興味を引くのではないかと思いました。 

 

【中山教育長】 ほかの委員さん、いかがですか。 

 さっきいじめの話も出たんで、私のほうも確認したいんですけれども、各社いじめにつ

いては取り扱い、本当に工夫していただいているんですけれどもね、大津市の調査ではこ

の夏季の長期休業が明けたときがものすごくいじめが起こりやすいと言っています。その

あたりに集中して、いじめ教材が取り扱えるような教科書会社さんもありました。 

 また、入って１年すぐというのが文科省の調査ですと本当に起きやすいということで、

３年間継続してきちんと教えられるような教科書を選びたいなと思っているんですけれど

も、確かに直接的にいじめについて扱った教材と、間接的に扱っている教材とがあるんで
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すけれども、そのあたりについて、日本文教出版は１年生、４月当初すぐに扱ってくださ

っているんですけれども、そのあたりの扱い、９月に集中してというのもありますし、分

散してというのもありますし、そのあたりはどんなふうに考えていったらいいですかね。 

  

【仁科指導課長】 教科書の取り扱いにつきましては、先ほど教育長から出ました日本文

教出版の事例で直接的な教材、間接的な教材という表現ございましたけども、各教科書と

もにいじめ問題の対応教材として取り扱っておりまして、いずれにしても生徒自らの問題

として多面的・多角的にいじめについて考えられるよう、題材が配置されているというふ

うに受けとめているところでございます。 

 

【中山教育長】 人権教育課長、どうですか。 

 

【森人権教育課長】 人権課題ということにつきましては、いじめ問題についてもそうな

んですけども、小中学校９年間で系統的に取り組むといったところが基本となっておりま

す。人権尊重の視点というのは全ての教育活動の土台となりますので、いわゆる時期を特

定せず、全ての教育活動の中で取り組んでいくといったところがベースになっているのか

なと思います。 

 そんな中で、集団づくりであったりとか教科の学習の中であったりとか、道徳のこの学

習の中でいろんな部分と融合的に有機的に組み合わせながら、各学校においては取り組ん

でいただいていると認識しております。 

 

【中山教育長】 全教育課程を通じて捉えているということで理解していいですね。 

 この観点の２つ目について、何かご意見ありましたら。人権の取り扱いについて、八尾

にとっては大変大きなところですので、いかがでしょうか。本市の生徒の状況に適した題

材や文言などの配慮された教科書を選んでいきたいなと、この部分でも思います。 

 観点の３つ目が、内容の程度なんですけれども、この内容の程度につきましてはご意見

ございましたらお願いします。 

 

【村本委員】 各教科書会社、いじめ問題やＳＮＳのトラブル等の題材を見ますと、生徒

に親しみのある漫画で描かれており、興味・関心を引く内容となっていました。生徒と同

じ年代の登場人物が多く、各社とも生徒の意味・関心を引く内容でした。また、オリンピ

ックやプロ野球で活躍した人物も多く登場していました。各社とも興味・関心を高める工

夫があると思いました。 

 

【中山教育長】 村本委員にお話しいただいたんですけど、いじめの問題も含めて、内容

についてはきちんとやってもらっている、それぞれの会社が工夫してくださっていると捉

えてよろしいですか。 

 内容の程度について、何かご意見ございませんか。 

 

【木下教育長職務代理者】 どこの教科書会社もいじめの問題、それから情報の問題です
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ね、あるいは障がいの問題というんですか、オリンピックとかパラリンピック等々ですね、

取り扱って、それぞれの観点が出ているかと思うんですね。その上で、例えばいじめの観

点と情報の観点とクラスづくりと、配列としてユニット化されているというんですかね、

そういう工夫をされている教科書会社もあるなと眺めさせてもらいました。 

 

【中山教育長】 あとの組織・配列や分量にもかかわってくるかと思うんですけれども、

この内容の程度についてはよろしいですか。 

 

【御喜田委員】 先ほども少し触れたんですけど、各教科書の教材の最後に、考えてみよ

うだったり、いろいろな考えを深める工夫がされているので、子どもたちが道徳的な課題

について考えたり、話し合ったりするように示されていて、より生徒が自分たちで考えを

深める工夫がされているのでいいなと思いました。 

 

【中山教育長】  どの教科書も本当にいろんな工夫がされていると確かに思いました。  

それでは、次に進ませていただきます。 

 ４点目ですけど、組織とか配列とか分量について。この分量についてはかなり議論にな

るかと思うんですけれども、お話し合いいただけたらと思いますのでお願いします。文字

の大きさとかによっても分量がかなり変わってくるので、子どもたちの立場に立ったとき

にどうなのかという視点が必要かと思うんですけれども。 

 

【村本委員】 題材数に各社ばらつきがあるように思うのですが、そのあたりの取り扱い

について説明いただきたいのですが、お願いできますか。 

 

【中山教育長】 題材数、確かにばらつきがありましたね。説明願います、指導課長。 

 

【仁科指導課長】 東京書籍、光村図書、日本教科書を除いて、題材数は１年生から３年

生で 35 になっております。これは、道徳の年間授業時数と同じとなっております。東京

書籍は題材数が 30 となっておりますけれども、１つの題材の中に２つ教材がある教材が

各学年で５つございますので、教材数はそのことによって 35 となります。また、付録と

して題材が５つあります。 

 光村図書は題材数は 34 でございますけれども、１つの題材の中に２つ教材がある題材

が各学年で１つありますので、教材数は 35 となります。また、付録として題材数が２つ

あります。 

 日本教科書は題材数が 37 あり、教材についても 37 あります。題材数については違いが

あるものの、各社とも道徳の年間授業時数 35 時間分の教材はあるということになってお

ります。 

 

【中山教育長】 村本委員おっしゃったように、各社のばらつきは確かにあるんですけど

も、35 時間という年間授業時数にしっかりと対応する教材はあるということで、指導課

長から返答がありました。これ、八尾の子にとってどうなんでしょうかね。 
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【水野委員】 ちょっと今、生き方を創造する、日本教科書なんですけど、 37 というこ

とでご説明いただいたんですけど、時間数超過になりますよね。これ、どういうふうに考

えたらいいのか教えていただければと思います。 

 

【仁科指導課長】 日本教科書の 37 の題材の取り扱いなんですけども、教科書の目次を

ごらんいただけたらと思います。道徳の内容項目順にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとございますけれど

も、Ａ１からＤ 22 まで並んでおります。その中に、例えばＢとＤの中には３つの題材が

並んでいる箇所があります。教科書の編集趣意書を確認させていただきますと、各学校の

生徒の実態に応じて題材をこのうちから２つ選択するといった取り扱いとなっておりまし

て、そういった部分で年間で 35 の題材になる取り扱いになっているということで、説明

がございました。 

 

【中山教育長】 各学校の実態に応じて選択するような取り扱いができるとあったんです

けど、水野委員、どうですか。 

 

【水野委員】 内容の議論についてはまた深めていく必要があると思います。内容のよさ

は各学級の経営とか、木下委員からクラスづくりという話がありましたけど、いじめの問

題と集団づくり、学級経営づくりはかなり関係すると思っていて、いじめ単体で何か取り

扱うというのはなかなか現実的には難しいんですね。そう考えたとき、例えばＡ中学校と

Ｂ中学校で、Ａ中学校はこうだからこの教材、Ｂ中学校はこの教材ということになると思

うんですけど、一方でそうすることによって、現場の先生方が迷うということもあるのか

なと。把握するということはなかなか難しいなという。ですから、いい点となかなか難し

いなという点があるなと、今お話を聞いて思いました。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、何かご意見ありませんか。 

  

【御喜田委員】 すみません、私も日本教科書についてなんですが、内容項目順に並んで

いて、各学校の各学年の先生たちが学校の行事とか、あと生徒の育ちの状況を踏まえて系

統立てたり、順序立てたりして学習を計画できる配列になっていると思うんですが、この

点について選定委員会ではどのような意見が出たのか教えていただけますか。 

 

【中山教育長】 どうですか、選定委員会でもこの話は出ましたかね。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会での議論を報告させていただきますと、日本教科書以外の

教科書については、題材がテーマに沿って配列されていると。また重点項目について、連

続して学習したりできるように配列されている、内容項目がバランスよく工夫された配列

になっているというような意見がございました。 

 ただ、その題材の配列については、各学校において、その時々の教師の判断や学校行事

等と関連させて題材の順序を変更するということがあったとしても、基本的には教科書の

配列で、年間の授業を組み立てるということが望ましいのではないかと、またそのことは
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必要なのではないかという意見が選定委員会では出ておりました。 

 

【中山教育長】 どうですかね、その点は。 

  

【木下教育長職務代理者】 見てもらったことの確認なんですが、どこともコンセプトに

従って題材が配列されていっていますが、日本教科書は、そういう意味で言えば学習指導

要領の項目に即しているから、後は現場で組み合わせてくださいねというのがコンセプト

なんでしょうか。そういうまとめでよろしいのでしょうか。 

 

【仁科指導課長】 今、木下委員がおっしゃられたことが日本教科書の編集趣意書の判断

かなと思います。選定委員会の議論では、そういった部分であるとなかなか教師の判断や

学校行事と関連させて、それぞれ題材を変更させていくといったことについては、難しい

場面も出てくるのではないかというところが選定委員会の議論だったと考えております。 

 

【中山教育長】 御喜田委員からご質問あった部分で、仁科課長とそれから職務代理者か

ら話があった、その点はどうですかね。シーズンごとの学校行事等に合わせて自分たちで

組んでいくということがあるんですけれども。このあたりも、私たちが決めていく中で考

えていかねばならないところかなと思います。 

 光村の目次を見ると、シーズンごとに学習のテーマをつくっておられるようにも捉えら

れるし、東京書籍はいじめや生命尊重のあたりを重点的な題材で、連続して学習できるよ

うに配列しているなというのは思いました。日本文教出版も、テーマごとに配列されてい

て、各社どこもテーマ等があってバランスよく配列されているので、水野委員からあった

ように、日本教科書だけが確かにこの配列になっているかなとは思いました。これも後で

また整理していきたいと思いますが、一つの観点にしていきたいと思います。 

 あと、この分量について何かご意見、ほかにございませんでしょうか。 

 

【村本委員】 分量なんですけれども、ページ数で言いますと廣済堂あかつきと日本文教

出版が、別冊のある分、他社と比較するとページ数が多くなっております。私が分量で多

いのではないかと思ったことは、１つの題材のページ数についてです。教育出版の１年生

を見ていただきたいのですが、ページ 52、「ごめんね、おばあちゃん」はイラストも多

いのですが、８ページもあります。そのほかにもページ 130 の「二度と通らない旅人」も

８ページあります。これは、私も読んでみたのですが、かなり長いなという印象を受けま

した。 

 また、教育出版は６ページある題材も多いので、授業の限られた時間の中では少し長い

のではないかと思いました。そのほかにも、日本教科書１年生のページ 47、「いつもい

っしょに」も８ページあります。この題材も文章が続き、長いなと思いました。 

 授業の限られた時間の中で生徒が活動する時間のことも考えますと、１つの題材の分量

は４ページから幾ら多くても６ページくらいが適当なのでないかと思います。実際に教科

書を８ページ読んでから、授業ということになりますと、授業の時間配分もあると思いま

すので、生徒が活動できる時間は限られてくるのではないでしょうか。 
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【中山教育長】 ありがとうございます。たくさん読み込んでいただいていて、確かに長

文が中学校はたくさん出てきているので、この件についていかがですか。 

 

【水野委員】 先ほど外国にルーツのあるお子さんの話とか、あと読解力というのは学力

のいろんな調査を見ても非常にばらつきがあるので、長いということはなかなか教室全体

に理解を、子どもたちに共有できないとなると、授業の展開が無理とは言いませんけど、

すごくしにくい、もう一度抽出して何かまとめるようなプリント配付をするとか、板書す

るとか、それで１時間、これで終わってしまう可能性がありますね。そうなると授業の展

開が現場の先生方に負担が多いのではないかなという気がしました。 

 

【中山教育長】 ほかの委員の皆様、どうですかね。村本委員、たくさん読んでいただい

たんですけれども。よろしいですか。 

  

【御喜田委員】 私も村本委員や水野委員がおっしゃったように、同じ意見です。子ども

たちが教科書を８ページ読んでから、最後に子ども同士考えたり議論し合うというのが、

時間的にそれだけの余裕があるのかと考えると、難しいんじゃないかなと思います。 

 

【中山教育長】 確かに本当に文字も小さくなりますしね、かなり読み込まないと 50 分

の授業の中でどう展開するかというのはとっても大きな課題かと思います。 

 ちょうど観点８つのうちの４つが終わったんですが、私も今までの皆様の意見、もう一

度整理しておきたいので、５分休憩させてください。再開を２時 10 分といたしますので、

よろしくお願いします。 

 

（休憩） 

 

【中山教育長】 それでは再開させていただきます。よろしいでしょうか。 

 観点の５つ目の創意工夫について確認していきたいと思います。創意工夫につきまして、

ご意見等々お願いします。 

 

【村本委員】 教育出版は教材の題名の下に問いかけが掲載されております。問いかけが

あることで生徒が教材に入りやすく、狙いとする道徳的諸価値が明確になるように工夫さ

れていると思いました。 

 

【中山教育長】 確かに、全てにこの題材の下にありますね。それぞれにいろんな工夫を

してくださっているかと思うんですが。ほかにご意見ありませんか。 

 

【御喜田委員】 創意工夫という点で見ると、私は東京書籍の一番最後にある「みんなで

意見を書こう」という、ホワイトボード用のペンを使って書くものとか、あと心情円とい

うのがあって、この２つがすごくいいなと思いました。実際に授業で話し合い活動を行う

ときに、ホワイトボードを取り入れている学校もあると聞いていますし、また体験的な学
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習が、これを使うことによって展開しやすいのではないかなと思います。 

 また、この心情円というのもすごくおもしろくて、自分の気持ちを言葉や文章にあらわ

しにくい生徒もいる中で、この心情円を使うことによって自分の気持ちを伝えることがで

きる、そういった補助の教材として使用できるのではないかなと思います。 

 

【中山教育長】 この心情円については、何か選定委員会等でご意見出ていましたか。 

  

【仁科指導課長】 今、御喜田委員からもございましたけれども、子どもたちについては

なかなか自分の気持ちを、考えたことを文章にすることが苦手な子であったり、発言につ

いて聞き入ったり考えを深めようとしているときにそのことが苦手だったり、さまざまな

お子さんがいるというところで、こういった心情円というのは子どもたちの状況を把握す

るには一つの、表現として正しいかどうかはわからないですが、おもしろい教材だという

ような意見がございました。 

 

【中山教育長】 ほかに何かご意見ございませんか。 

 私、事務局がこの間本を読んでいたときに何げに見かけて、ちょっと待ってって言った

んですけどね、この東京書籍の表紙、気づかれましたか。１年、２年、３年、つながるん

ですよね。これ、３年までつながって、３年と１年もまたつながっているんですね、３年

を１年に持っていくと。何かこれ、意図があるのかなと思いながら見ていたんですけれど

も。何か各社とも本当に工夫しておられるのでね、どうですか。 

 

【水野委員】 これは単なる想像ですけど、これ大事に保管してほしいということもある

んじゃないですかね。捨てないでほしいというね。 

 

【中山教育長】 そうですよね。学年終わっても置いといてということで、３年が終わっ

たときに１年につながるというのはね。これ何か、つなげたら何かの絵になるんですか。 

 

【仁科指導課長】 東京書籍のイラストに対する考え方というところも示されているとこ

ろがございまして、学年ごとの成長段階に合わせて学びの段階をあらわしてつながりを持

った中で描かれているということです。１人が１つのストーリー性を持たせているという

ことで、説明がございました。１年生というのは、絵を見ていただいたとおりなんですけ

ども、子どもたちが新しいフィールドに出ていって、楽しみ、これからの希望を持って過

ごす姿が描かれていると。 

 中学２年生の新しい道徳については、学校の中心的な役割を果たすということで、充実

した日々を送っていく、そういう中で科学とか歴史とか、学問、子どもが手をかざしてい

ますけど、そういった冒険の入り口に立っているということをあらわしております。 

 ３年生は、子どもたちの顔もりりしくなっているんですけども、学びの仕上げというこ

とで、これからの国際社会や宇宙、より広い世界、未来に向かっていくということをあら

わしたということで、説明ではございました。 
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【中山教育長】 おもしろい工夫だなと思いました。３年間教科書を捨てずに持っていた

ら、子どもたちは自分が学習したことを繰り返し見返していけるのかなと思いました。 

 ほかに何か、創意工夫の視点で気づかれたことありましたら。 

 事務局、この辺で何か意見を足しておくことはありませんか。それでは、次に進ませて

いただきます。 

 観点の６つ目の今日的な課題について、質疑いただけたらと思います。今日的課題、本

当にたくさんあって、生徒の興味関心も高いものも多々取り上げなければならないかと思

いますし、また震災等々だけではなくて、いろんな災害も増えているので、そのあたりの

取り扱い等々も今日的な課題としては大きいかなと思うんですが。 

 

【村本委員】 今日的課題ということですけれども、各教科書会社のＳＮＳなどのトラブ

ル、ネット等の情報モラルを題材にした教材は、携帯電話やスマートフォンの所持率の高

い八尾市の中学生にとってとても大事なことで、欠かすことのできないものだと思ってお

ります。 

 

【中山教育長】 そうですね、村本委員、先ほど内容のところでも言っていただいたんで

すけれども、このＳＮＳ等々についての取り扱いというのは、八尾の子にとってはとって

も大事なことかなと思います。 

 今日的課題の取り扱いについて、ほかの委員の皆様、何かございませんか。 

 

【水野委員】 オリンピックとかパラリンピックとかの教材も多くあって、子どもたち、

スポーツってね、すごく親しみがあるのでいいなと思いました。 

 また、この前大阪でも大分揺れましたけど、やっぱり今後震災に対するものとか、岡山

や愛媛での大雨もありましたし、今後、避難訓練とか震災の扱いというのはとても大事か

なと思いました。東京書籍、教育出版、光村図書、日本文教出版の４社は、震災のことを

取り扱っているので、興味深く拝見しております。 

 

【中山教育長】 ４社は本当に各学年ごとに取り扱っておられますので、そのあたりは確

かに大切なことかなとは思います。 

 ほかにご意見、今日的な課題、本当にどの教科書も今日的な課題、工夫して入れていた

だいているんでね、そのあたりはまた全体的なところで見ていきたいなと思います。 

 観点７、発展的な学習内容については、主たる学習内容との関連等々も踏まえてなんで

すけれども、郷土を愛する子どもの育成をめざすあたりは、発展的な学習で扱っていただ

いているところが多々あったんで、そのあたり話し合いができたらなと思っているんです

けれども。先ほど御喜田委員も、一番全体のところでダショー・ニシオカさんの話も出て

いたんですが、そのあたりで郷土を愛するという視点で、質疑いただけたらと思います 

 

【村本委員】 基本は題材を学習することになると思いますが、発展的な学習の資料や教

材があることで、生徒の目に触れることになり、生徒個人が自分で考えたり、時には必要

に応じて授業で取り入れたり、発展的な学習を展開することで生徒の考えも深まると思い
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ます。こうした点からも、補充教材が充実している教科書がよいと思います。 

 

【中山教育長】 補充教材の充実も必要だというご意見をいただいたんですけれども、先

ほど御喜田委員が一番冒頭におっしゃった日本文教出版のダショー・ニシオカですよね。

国際理解と国際貢献について、西岡京治さんについて、この方は八尾に移住してこられて、

八尾高校の卒業生でもあり、府立大学の農学部、その後ブータンに農業指導に行かれたと

いうことで、八尾には本当にこんな立派な方がおられたんだというね、そういう題材とし

ては使えるかと思いますが、農業振興に尽力されて、ブータンでは今でも本当にすごい人

だという評価を受けておられる方で、この方が八尾出身であるというのは子どもたちにも

しっかりと伝えていきたいなとは思うんですが。このあたりどうなんですかね、道徳の時

間で教えるということで、私たちにとってはいい教材の一つでもあるかと思うんですけれ

ども、小学校等で地域教材として扱っていないんですかね 

 

【仁科指導課長】 今、ご紹介ありましたダショー・ニシオカさんにつきましては、日本

人の農業指導者としてブータンの農業の発展に大きく寄与された、八尾のゆかりの人物で

ございます。これまでも八尾市において、今現在使用させていただいているＴＯＴＡＬ  

ＥＮＧＬＩＳＨ ３という、学校図書が出版している教科書でございますけども、そちら

のほうにも教科書の教材として掲載がございます。またあわせて、他の国際理解とか国際

協力だったり環境教育であったり、そういった中でも学習機会の提供についてされている

と聞いております。 

 

【中山教育長】 学校図書の英語の教科書に既に載っていて、使っているという、それは

中学生ですね、わかりました。本当に、郷土の誇る立派な方なので、きちんと西岡さんに

ついてはまた修めていきたいなとは思っています。 

この郷土を愛する子どもも含めて発展的な学習の中で、何かご意見等々、事務局、何か

ありますか。 

 

【塚本教育センター所長】 センターでは、今年度八尾市が中核市に移行し、先生方の研

修を通じて八尾の子どもたちに郷土を愛する心を育てるということで、具体的には市内の

文化財を訪れて、実際に接するといった研修を実施し、子どもたちにそのような心を育成

するということに努めているところでございます。 

 

【中山教育長】 先ほどもあったように、全ての教育活動を通して押さえていっている部

分もあるのでということですよね。 

 ほかに、この発展的な学習内容について、よろしいですか。 

 そうしたら、評価についても話し合いをしたいので、その他の部分に移っていきたいと

思います。最後、その他の観点で、生徒が使いやすくかつ読みやすく、それから印刷や製

本がきちっとされていて、学びの連続性も含めて八尾の子どもたちが学習しやすいという

ような視点でご審議いただけたらと思います。一番最初に木下委員が投げかけてくださっ

た、道徳の評価の方向性については、試行錯誤の中で先生たち本当に頑張っていただいて
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いるので、小学校は既にスタートしているんですけれども、中学校も頑張っていただかな

ければならないので、それも含めまして、８つめの観点、その他の部分でご審議いただけ

たらと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【村本委員】 その他ということですけども、少し気になった教科書があります。教育出

版なんですが、例えば１年生の教科書を見てもらうと、文章が２段になっている題材が他

社と比べると多いと思います。例えばページ 72 の「裏庭でのできごと」、ページ 92 の

「ショートパンツｉｎアメリカ」、ページ 104 の「いのちを考える。」、ページ 130 の

「二度と通らない旅人」、ページ 144 の「チョコの行方」、ページ 148「よく生きること、

よく死ぬこと」等です。文章が２段になっていると、文章がどこに続いていくのかを注意

しながら読む必要があるのでないかと思います。題材については、生徒が読みやすいほう

がいいのではないかと思いました。 

 

【中山教育長】 村本委員、本当に全ての教科書を読んでいただいているので、ありがと

うございます。確かに、この２段に構成されているっていうのはどうでしょうかね。 

 

【水野委員】 発達に課題のあるお子さんの中で、読みが厳しいお子さんって一定程度い

て、読んだときに目で追えないというのがあるんですよね。そうなると、２段組みという

のはなかなか厳しいな、それこそもう本当に、書画カメラで隠して投影して、徐々にスラ

イドさせていくというようなことが必要かなと思いました。できなくはないですけど、現

場の先生に負担かかるなという、今、村本委員のお話を聞いて私も、そうだなと思いまし

た。 

 

【中山教育長】 そうですね、八尾は支援の必要なお子さんが年々増えていて、中学校も

本当に急激に支援学級在籍のお子さんが増えている状況にあるので、みんなでともに学ん

でいくというあたりでは、しっかりと自分で読めるという配慮は必要かと思います。 

 ほかにご意見ないですか。 

 

【御喜田委員】 八尾の子どもたちに適した教科書を選ぶという視点で見ると、次年度か

ら八尾市では全中学校区で小中一貫教育を展開します。八尾市の小学校では、道徳の時間

に東京書籍を使っているんですね。小中での学びの連続性という視点で見ると、教科書も

連続したほうがいいのかなと思います。 

 それと、あと小中の学びの連続性っていう視点で見ると、東京書籍や光村図書は小学校

で取り扱う題材が教科書の付録としてついていて、１年生の教科書の中には、どちらの会

社も「橋の上のおおかみ」という題材が載っていて、小学校で学習した題材を今度は中学

生の視点から学び直すといったことができて、学びの連続性という意味ではいいんじゃな

いかなと思いました。 

 

【中山教育長】 確かに、１年生で、「橋の上のおおかみ」、東京書籍もそれから光村も

扱っておられますね。小学校で習った教材がまたここで改めて出てくるというような配慮



－22－ 

は確かにあるかと思います。 

 先ほど、評価の話もここでと、木下委員に言ったんですけれども、それも含めてこの、

その他のところで聞いていただいても構いませんので、評価のところ、確かに文科省の評

価については、木下委員おっしゃったように、数値ではなくて記述式で評価しなさいとい

うことや、それから生徒一人一人の学習状況や道徳性にかかわる成長の様子をしっかりと

見とりなさいということや、かなり学校の先生たちにはいろんな課題が投げかけられてい

るんですけれども、中学校になるとさらに、子どもたちはこんなふうに書いたら先生が、

それはマルってしてくれるのと違うかなとか、そういう部分も極端な話としては出てくる

んで、本来の心情をやっぱりつかむとなると、なかなか難しい部分もあるかと思いますが。 

 

【水野委員】 印象に残ったことは、教育出版の「心かがやき度」というのが、いいとこ

ろは非常にもう、心が輝いているかどうかなので、子どもの言葉で言うと何かテンション

が上がるということですか、なので、塗っていけばいいということではいいと思うんです

けど、ちょっと何を意味しているのかが、僕もなかなか、これね、例えば３年生の「父の

一言」なんてすごく感動する物語なんですけどね、そういう意味で僕が中学生だったらこ

こを３つ書くかな、なんですけど、そのあたりが気になりました。 

 一方では、東京書籍の「自分の学びをふり返ろう」、このＡＢＣＤ、これ最初ちょっと

抵抗があったんですけど、よく見てみると、意欲的にできた、できた、余りできなかった、

できなかったということなので、できなかった人、Ｄをつけた人はこの下に何を書いても

この子はＤなんだと、ということがあるのかなとも思いましたけども、このあたりどうや

って振り返っていくのかというのは、なかなか難しい問題かなと思いました。 

 

【中山教育長】 木下委員、一番最初に言ってくださったのはこのあたりですよね。この

東京書籍の部分でも。 

 

【木下教育長職務代理者】 そうなんですね。ここへ子どもたちが書いたものは先生方が

見られるんだろうと思うんですね、書きっ放しということはおそらくないだろうと思うん

ですね。先生方が評価を最終的にされるというときに、生徒の自己評価と教師の評価がど

うなるのかなというのは、現場的観点から非常に危惧するところもあるんです。よく書け

る子もいるだろうし、そうでない子もいるし、このずれが全くないということは考えにく

いので、このずれはどうするかになるので、非常に扱いというんですか、評価に関しては

いろいろと考えてみることが必要だなとは思っています。 

 

【中山教育長】 事務局、これに対して何か意見ありますか。このＡＢＣＤという、子ど

もが自己評価をするかと思うんですけども、それの取り扱い等々は何かどこかで審議にな

りましたか。 

 

【仁科指導課長】 答申のところでは、直接選定委員会では審議ということではございま

せんけれども、これまでの学校現場の取り扱い等について確認をしている中で、改めて道

徳の評価について議論となっていたことについてご報告をさせていただきますと、今まで
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の、先ほど委員からもご指摘ありましたように、道徳科の評価といいますのは、年間や学

期といった一定の時間的なまとまりの中で、生徒の学習状況や道徳性にかかわる成長の様

子を継続的に把握する、評価を指導に生かすように努め、さらなる指導と評価の一体化を

図る、数値による評価は行わず、生徒の成長を認め、励ます個人内評価で記述式にて行う

ことということを基本として考えているところでございます。 

 その中で、教師というのが評価に当たっては記録等による集積が必要だという前提に立

った中で、こういうシートも一つでございますけれども、子どもたちの日常の様子であっ

たり作文であったり感想文であったりノートであったり、さまざまな記録等を集積して評

価をしていくという中で、一つのツールとして、発言が多くない児童生徒や、考えたこと

を文章にすることが苦手な児童生徒、そういった子どもたちの自己評価の一つの手段とし

て、学習状況を数値によって記録する、そういったことを活用するということもよいので

はないかという議論もございました。 

 といいますのも、今年度大阪府教育庁から示されています「特別の教科 道徳」実践事

例集の中に評価の部分であるんですけれども、そちらにも今回の東京書籍、今上げていた

だいたような事例が上げられているというようなこともございまして、そういった考え方

のもとに、今評価に向けて研究を進めているというようなことが現場の状況かなと思って

います。 

 

【水野委員】 そうすると、実践事例も積み上がっていると考えてよろしいんですかね、 

 

【仁科指導課長】 まだまだ教科となって、これから質的な拡充、充実ということを進め

ていく中でございますので、確実に積み上げているということを言い切っていくことは難

しいことかとは思いますけども、そういったことが、今現在その「特別の教科 道徳」実

践事例集も活用しながら、また指導主事が指導助言もしながら、教師の評価に対するとこ

ろを今高めているといったところの状況でございます。 

 

【水野委員】 大事なので、根掘り葉掘り聞くわけじゃないですけど、現在そういう取り

組みが行われていて、進行中であると理解して構わないですかね。 

 

【仁科指導課長】 はい。 

 

【中山教育長】 木下職務代理者、どうですか。 

 

【木下教育長職務代理者】 恐らく、道徳に関しては教科としての道徳が小学校で始まっ

たところだし、中学校は来年から始まるわけで、教科としての評価はどうするかというの

は絶えずついて回る問題だと思うんですね。そこを今のところ、文科省は文章表記でいき

ましょうと、するりと言ったんですけどもね、どうしていくのが本当に子どもたちの道徳

心を育てるというか、モラルを育てることにつながっていくのかというのは、大きな研究

課題だと考えています。だからそのことを踏まえて、実践と評価の関連を、八尾でも研修

も含め、今後の課題とせざるを得ないと思います。それはほかの教科書の評価も一緒なん
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です。文章表記で出てきたとしても、何がポイントなのかということは考えていかないと

いけないと思っています。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんか。 

 

【水野委員】 こだわって申しわけないんですけど、文章表記がじゃあいいかとなると、

これも非常に難しいんです。だから、文章に落とせないようなしんどいことを抱えている

人にとっては、文章で聞かれることがかなりしんどい。また、国語の、感情を知覚するよ

うな力、要するに、語彙力の多さみたいなことが非常に関係してくる。もう何でもかんで

もしんどいみたいなことを書くのではなくて、このあたりは道徳という教科のみならず、

学級経営とか班の日誌とか、それから国語の作文とか、そういうことで日々の教育実践が

非常に大きいですね。ですから、学級担任が、あと中学校なのでクラブの顧問を含めてみ

んなで取り組んでいくということが重要だと思います。そういうことを踏まえて、木下委

員が言われましたように、今後の課題ということで進めていくということは、私は賛成で

す。 

 

【木下教育長職務代理者】 評価にかかわって、今お話をしたんですがね、教科書はその

とおり主たる教材なので、授業を作り、子どもと向き合い、どういう展開ができるのかと

いうのはまさしく教師の力量にかかっているところがあるわけで、道徳は始まったばかり

なので、そこら辺は八尾も一生懸命研修を積むと、どの教科書であろうと、それはどうし

ても必要なことなんだろうと思っています。 

 

【中山教育長】 いよいよ最終採択していかなければならないので、いろんなご意見もい

ただき、皆様それぞれに思っておられるところはあるかと思いますが、審議も踏まえて、

絞っていかせていただけたらと思います。ほかに御意見ありませんか。 

 そうしたら、後半の部分をまとめたいので、４分休憩させてください。 

 

（休憩） 

 

【中山教育長】 それでは、再開させていただきます。 

 今から、皆様のご意見いただいたこと全ては復唱できないので、チェックをかけさせて

いただいた分で８社の分、確認していきたいので、違ったらそこでとめてください。よろ

しくお願いします。 まず、前提として話を、小学校のときと引き続きさせていただいた

分で、別冊の部分ですが、別冊については八尾ではこれは小学校と同じように取り扱わな

いという確認をさせていただいて、委員の皆様よろしいですか。 

 ということは、ここで廣済堂あかつきとそれから日本文教出版は、別冊があることによ

って、内容本当に工夫いただいているんですが、八尾では使わないということで。 

 それから、大きさの部分では、やはりコンパクトなほうがいいということでご意見出て

いたので、株式会社学研教育みらいにつきましては、これも外させていただくということ

でよろしいですか。 
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 それから、人権の取り扱いについては、いろんなご意見をいただいた中で、学校図書に

八尾にはそぐわない題材があったということで、学校図書を外させていただく形になる、

これも確認させていただいてよろしいですか。 

 次に、８社とも本当に工夫いただいたんですが、組織・配列の中の教育出版が８ページ

の部分がたくさんあると村本委員が言っていただいて、それについては委員の皆様、分量

が多いということで、確認させていただいていいですか。となりますと、教育出版も外さ

せていただきます。 

 それからもう一つ、配列については、日本教科書のこの配列について意見が出ていたん

ですけれども、これについて再度確認させていただきたいんですが、八尾については他社

７社の取り扱いのほうが合っていると解釈したんですが、それでよろしいですか。 

 それでは、日本教科書株式会社もここで外させていただくということで、お願いします。 

 皆様のご意見の中で、最終的に光村図書と東京書籍の２社に絞られてくるんですけれど

も、この２社についてはもう一度審議をここでするのか、あるいはここで皆様のお一人お

一人の意見を表明していただくのがいいのか、どうさせていただきましょう。かなり審議

は尽くしたかと思うんですけれども、どうですか。評価の問題もありますので、その部分

も含めて、最終絞らせていただくことに、まずご異議がないか。東京書籍と光村図書に絞

るという、そこは大丈夫ですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 じゃあ、一旦そこで絞らせていただきます。 

 ここからなんですけれども、かなりいろんなご意見はいただいたので、それぞれの個々

人の思いを述べていただくというか、決めていただいてよろしいですか。 

 木下職務代理者、どうですかね。評価のことも、さっき大分話はしたんですけれども、

一番最初に段階的な評価があるという部分と、いろんなところでの話し合いで、最後に委

員の方々のこれからの八尾市全体の課題でもあるというご意見いただいたので、このあた

りも含めて、もうここで決めさせていただいてよろしいですか。 

 そうしたら、私のメモを全般的に見ると、連続して重点項目を学習できるとか、体験的

な学習ができるホワイトボードがあったり、心情円があり気持ちをグラフであらわすこと

ができる、それから震災等々についても全学年で扱っている、郷土に関する資料も取り扱

われている、また小学校との、うちは来年度小中一貫教育を一斉 15 中学校区で行うとい

うこともあるので、小中の９年の連続性もあるという、東京書籍のプラス面がかなりあっ

たかと思います。光村図書に関してご意見が出たのは、シーズンごとにテーマを設定して

いるとか、全学年で取り扱われている、そのあたりは他の教科書とも同じだったので、私

が進行させていただいて聞いている分では、東京書籍が向いているんじゃないかというご

意見が多かったのではないかと把握したんですけれども、そのあたりはよろしいですか。 

 最後の確認をさせていただきます。本当に大事なことなので、今、取りまとめをさせて

いただきましたが、最終木下職務代理者が言ってくださった評価の点はとても大事な問題

なので、私たちは心に据えてしっかりと学校で先生たちが評価できる形を今後指導してい

きたいと思っております。その上で、全委員、ご異議なしということで、特別の教科 道
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徳の教科用図書につきましては、東京書籍株式会社の「新しい道徳」を採択させていただ

くということで、決定させていただいてよろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしということで、決定させていただきます。 

よって、議案第 30 号｢平成 31 年度八尾市立中学校教科用図書（特別の教科 道徳）の

採択に関する件｣については、以上のとおり決しました。 

 ここで、暫時休憩に入らせていただいて、その次に議案第 31 号に入らせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 そうしたら 10 分後に再開いたします。 

 

（休憩） 

 

【中山教育長】 それでは、議事を再開させていただきます。 

 次に、議案第 31 号「平成 31 年度使用八尾市立中学校教科用図書（特別の教科 道徳を

除く）の採択に関する件」について審議いたします。 

 提案理由を仁科課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 ただいま議題となりました議案第 31 号、平成 31 年度使用八尾市立中

学校教科用図書（特別の教科 道徳を除く）の採択につき、教育長に対する事務委任等に

関する規則第２条第９号の規定により、次のとおり委員会の議決を求めるものでございま

す。 

 理由といたしまして、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を

果たしていることを鑑み、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究に基づき、適切

に行われる必要がございます。 

 その点につき、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 14 条に「義務

教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で

定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」と示されて

おります。 

 また、期間につきましては、同施行令第 15 条において、同一教科書を採択する期間は

４年と定められております。 

 つきましては、別紙の中学校用図書を平成 31 年度使用八尾市立中学校教科用図書とし

て採択していただきたいと考えておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

 

【中山教育長】 ただいまの提案理由の説明がありましたが、中学校用図書については、

採択替えの年には当たっていないことから、平成 30 年度と同じ教科書を採択するものと

定められていると受け取らせていただきます。よろしいですね。 

 現在使用されている教科書について、現場の先生方から何か不備等について聞いている
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ことはありますか。 

【仁科指導課長】 指導主事等が学校訪問を行う中では、現在使用されている教科書につ

いて使いにくい等の否定的な意見は聞いておりません。 

 

【中山教育長】 わかりました。ということなのですけど、委員の皆様、いかがでしょう

か。質疑ありませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、質疑ございませんようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 31 号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第 31 号「平成 31 年度使用八尾

市立中学校教科用図書（特別の教科 道徳を除く）の採択に関する件」につきましては、

原案を適当と認めることに決しました。 

 次に、議案第 32 号「平成 31 年度八尾市立小学校教科用図書の採択に関する件」につい

て審議いたします。 

 提案理由を仁科課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 ただいま議題となりました議案第 32 号、平成 31 年度使用八尾市立小

学校教科用図書の採択につき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第９号の規

定により、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしましては、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割

を果たしていることを鑑み、採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究に基づき、適

切に行われる必要がございます。 

 その点につき、義務教育諸学校教科用図書の無償措置に関する法律第 14 条に「義務教

育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定

める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。」と示されてお

ります。特別の教科 道徳につきましては、昨年度に採択が行われたことから、同施行令

第 15 条第２項及び第３項の規定に基づいて、平成 29 年度及び平成 30 年度の２年間同一

の教科書を採択しなければならないと定められております。 

 また、特別の教科 道徳以外の教科につきましては、今年度新たに採択を行うこととな

っておりますが、平成 29 年度検定において新たな図書の申請がなかったため、前回の平

成 25 年度検定合格図書の中から、採択を行うこととなります。その際、４年間の使用実

績を踏まえつつ、平成 26 年度採択における調査研究の内容等を活用することも考えられ

ると明記されております。 

 これらの通知に基づき、選定委員会において検討されましたが、今年度、教科書が変更

となると、次年度も採択が想定されておりますので、２年続けて児童は教科書が変わるも

のとなり、学びの連続性等において大きな課題が生起するとともに、現在使用している教

科書について、現場の先生方から不備な点などは出ていないとのことから、別紙の小学校

用図書を平成 31 年度使用八尾市立小学校教科用図書として採択していただきたいと考え
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ておりますので、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 提案理由の説明がありましたが、特別の教科 道徳については採択替え

の年には小学校は当たっていないことから、平成 30 年度と同じ教科書を採択するものと

定められているということでよろしいか。 

 それでは、現在使用されている教科書について、お手元の一覧のとおりですが、現場の

先生方から何か不備等について出ていませんか。 

 

【仁科指導課長】 指導主事等が学校訪問の中では、現在使用されている教科書について

使いにくい等の否定的な意見は聞いておりません。 

 

【中山教育長】 ということですが、委員の皆様、何か質疑ございませんか。よろしいで

すか。 

 それでは、質疑ありませので、採決に移らせていただきます。 

 議案第 32 号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 そして、小学校用図書の中で、特別の教科 道徳を除く教科書について

は、採択替えの年には当たっておりますが、これについてはいかがですか。 

 

【仁科指導課長】 選定委員会の意見のとおり、２年続けて児童の教科書が変わると、学

びの連続性等に大きな課題が生起するということも想定されておりますので、選定委員会

において今年度と同じ教科書を採択することが望ましいという意見で、事務局としても提

案させていただきたいというふうに思います。 

 

【中山教育長】 質疑等ございませんか。 

 それでは、ないようですので採決に移らせていただきます。 

 議案第 32 号につきまして、原案を適当と認めることにご異議ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第 32 号「平成 31 年度使用八尾

市立小学校教科用図書の採択に関する件」について、原案を適当と認めることに決しまし

た。 

 続きまして、議案第 33 号「視覚に障がいのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の

採択に関する件」について審議いたします。 

 提案理由を仁科課長より説明願います。 

 

【仁科指導課長】 ただいま議題となりました議案第 33 号、視覚に障がいのある児童・
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生徒に対する「拡大教科書」の採択につき、教育長に対する事務委任等に関する規則第２

条第９号の規定により、次のとおり委員会の議決を求めるものでございます。 

 理由といたしまして、現在、市内の小学校・中学校に対象となる児童生徒が在籍してお

り、学習に拡大教科書が必要になることから、国等が作成する拡大教科書を学校教育法附

則第９条に規定する教科用図書として採択していただきたく、本案を提出する次第でござ

います。 

 なお、先ほど採択いただきました小学校用教科書、中学校用教科書につきましては、本

案が議決された後には、直ちに国に拡大教科書の無償給与の申請の手続を行いたいと考え

ているところでございます。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議願います。 

 

【中山教育長】 これに関しまして、委員の皆様、何かご意見ございますか。 

 

【木下教育長職務代理者】 教えていただきたいんですが、対象になる児童生徒は何名ほ

どいますでしょうか。 

 

【仁科指導課長】 平成 31 年度については、小学校４年生で１名必要となるということ

で、現在聞いております。 

 

【中山教育長】 ほかにご意見ございませんか。よろしいですか。 

 それでは採決に移らせていただきます。 

 議案第 33 号につきまして、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは全委員異議なしと認めます。よって議案第 33 号「視覚に障が

いのある児童・生徒に対する「拡大教科書」の採択に関する件」について、原案を適当と

認めることに決しました。 

 さて、本日は本当に長時間、中学校の｢特別の教科 道徳｣並びに、小学校、中学校、拡

大教科書の採択を行いましたが、本当にそれぞれの教科書が八尾の子どもたちにとってし

っかりと効果的に学習の中で使用されますように、私たちもしっかりと見てまいりたいと

思いますので、事務局もよろしくお願いいたします。 

  以上で本日の予定案件については終了しましたが、委員の皆様方、何かございません

でしょうか。よろしいですか。 

 事務局、何かありますか。よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして本日の臨時教育委員会を終了させていただきます。 

 

 

 

 


