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平成２９年度第２回伊勢原市教科用図書採択検討委員会

平成２９年７月１３日（木）

伊勢原市役所 全員協議会室

午後３時００分 開会

○事務局・平成２９年度第２回伊勢原市教科用図書検討委員会を開会する。

○委員長・挨拶

○事務局・ただいま、検討委員全員の出席をいただいている。伊勢原市教科用図

書採択検討委員会設置要綱第６条第２項に基づき、過半数の出席を頂

いているので、会議は成立する。

・資料の確認を行う。開催要項、「平成３０年度伊勢原市立小中学校使用

教科用図書採択方針」、「平成３０年度使用教科用図書発行者・発行数

一覧」、平成２９年度３月２８日付の文部科学省通知「教科書採択にお

ける公正確保の徹底等について」、学習指導要領「特別の教科 道徳」、

また、次に事前に送付し、お持ちいただいた資料で、「中地区の教科用

図書調査研究の結果（平成３０、３１年度用）」、「神奈川県の教科用図

書調査研究の結果」がそろっているか。

・教科書と編集趣意書を机の上に、２人に１セットとなるが、置かせて

いただいている。

・第１回検討委員会では、「伊勢原市教科用図書採択検討委員会設置要

綱」、「教科書の定義等」、「伊勢原地区教科用図書採択の流れ」、「神奈

川県平成３０年度義務教育諸学校使用教科用図書採択方針」について

説明した。

・本日の配布資料「平成３０年度伊勢原市立小中学校使用教科用図書採

択方針」について再度確認する。（資料読み上げ）

・３月２８日付の文部科学省の通知、「教科書採択における公正確保の決

定等について」にある「教科書採択方法の改定について」を確認する。

（２）では、調査研究については必要な専門性を有し、公正・公平に

調査研究を行うことのできる調査員を選任し、調査員が作成する資料

は、採択権者の判断に資するよう一層充実したものにすることなどが

書いてある。

・また、文部科学省通知「教科書の改善について」の中に、「児童生徒は、

教科書に記述されている内容を全て学習しなければならない」とする

従来型の教科書観から、「個々の児童生徒の理解の程度に応じて指導を

充実する」、「児童生徒が興味関心を持って読み進められる」、「児童生

徒が家庭でも主体的に自学自習ができる」といった観点から、その考

え方を転換していくことの必要性が指摘されている。

・さらに、学習指導要領の「特別の教科 道徳」には、「特別の教科 道

徳」の目標や内容等が書かれている。
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・以上の点などを踏まえ、本日の検討協議を進めていただきたい。

・この検討委員会は静ひつな環境のもとで採択事務を行うために非公開

となっているが、公式な会議であるので、記録をとり、会議録をホー

ムページで公表することを御承知おきいただきたい。また、情報公開

の請求があった場合、これに応じることも前回と同様である、

・教育委員会は採択に当たり、本日の検討委員会での検討協議の内容を

参考にするため、教育委員が委員長の許可を得て出席しているので、

御承知おきいただきたい。

・では、進行は、第６条第１項に基づき委員長に議長をお願いする。

○議 長・委員の皆様には本検討委員会の趣旨を御理解いただき、適正かつ公正

な採択のための検討が行われるよう、御協力をお願いする。

・では、本日の進行について事務局より説明をお願いする。

○事務局・本日は、平成３０年度から小学校で使用する教科書１種目について検

討をお願いする。

・まず、調査員が、伊勢原市、平塚市、秦野市、大磯町、二宮町の３市

２町の共同調査研究の結果に基づき報告する。その後、報告について

質疑の時間をとり、終了した時点で調査員は一旦退出する。調査員退

席後、検討に入っていただく。必要が生じた場合には調査員に再度入

っていただき、質問することも可能である。

・本検討委員会は、各検討委員から十分に意見を出して検討していただ

く場であり、教科用図書を１種類に絞る性格のものではない。結果的

に一部の種類、又は１種類に意見が多くなるということは考えられる

が、検討委員会としての方向性が幾分見えたところで検討を終了する。

○議 長・採択については、教育委員会が「平成３０年度伊勢原市立小中学校使

用教科用図書採択方針」に基づいて行う。そのために必要な事項を調

査検討するのが本検討委員会の役割である。伊勢原の子どもたちにと

ってふさわしい教科書、使いやすい教科書を検討していただきたい。

・それでは、まず、調査員に報告をお願いする。

○調査員・報告（「小学校用教科用図書採択『特別の教科 道徳』調査研究の結果

（平成３０・３１年度用）平成２９年７月 平塚地区・秦野地区・伊

勢原地区・大磯地区・二宮地区」のとおり）

【質疑】

○委 員・別冊があるものとないもの、読み物と活動に分かれているものなどが

あるが、別冊について内容や特色の違いがあるか、また、別冊のない

教科書を、例えば、小学校の道徳の授業で使ったときに授業ではどの

ように対応するのか。

○調査員・別冊の内容の違いは、活動が主に設けられているものとノートの役割

として自分の考えを書くものの二つに分かれる。ノートの役割をして
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いるものも、教材ごとにページが構成されているものと、教材ごとで

はなくて、取り扱う内容、例えば「友達と助け合う」や「親切」とい

った内容に対応するページで構成されているものという違いがある。

別冊がない場合、小学校ではワークシートというプリントを教師が作

成し、児童はそのプリントに自分の考えを書いたり、友達の考えを書

いたりして学習を深めている。学校によっては、プリントではなくて、

ほかの教科と同じようにノートを用意してそのノートに自分の考えな

どを書いて学習を進めているところもある。

○委 員・学習指導要領「特別の教科 道徳」の解説では、今回の改訂で、これ

までの読み物教材を通して道徳的価値を児童が読み取るという授業か

ら、今度は一人ひとりの児童ががその課題を共通のものとして捉え、

向き合うために考え、議論する道徳に転換していくということが書か

れていた。今使っている副読本と比べて「考え、議論する道徳」の点

で工夫されているところはどこか。

○調査員・全ての発行者でまず児童が自分の意見を持つ、自分の考えを持つとい

った問いや学習課題が設定されている。また、それをもとに話し合う

という学習活動も設定されていて、まず、自分の考えを持ってそれを

もとに友達と話し合うといった学習活動が行われるように、ポイント

や学習スタイルが提示されている。

○委 員・発行者によって多少表現が違ってもそういう工夫がされているという

ことか。

○調査員・そうである。

○委 員・問題解決的な学習を取り入れることが求められているが、教科書では

どのように取り上げているか。

○調査員・これまでの読み物を中心とした学習とは少し違い、課題を児童が持ち、

それについて話し合うという学習が考えられている。そういった学習

過程を経ることができるように問いが設けられていたり、話し合おう、

考えようといった学習活動が設定されていたりする。

○委 員・いじめに関して、社会でも大きく関心がある部分だと思うが、今回の

教科書において、いじめについて取り上げられているような教材で特

徴的なことは何かあったか。

○調査員・いじめを直接教材として取り扱っているところといじめを直接取り扱

っていないところがある。いじめを直接取り扱っていない発行者は、

生命の尊さや、親切、思いやり、善悪の判断、公正公平、社会正義と

いったところに重点を置き、その内容が繰り返し行えるような工夫が

されている。

○委 員・スマートフォンやインターネット環境の使い方のようなことが書いて

ある発行者はどのぐらいあるか。

○調査員・全ての発行者で情報モラルを扱っている。それを教材として扱ってい

る発行者と、コラムとして教材と教材の間にそういったものに触れら
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れるような内容が掲載されている発行者がある。例えば、教材で扱っ

ているところでは、「インターネットの世界について考えよう」とか、

スマートフォンのメール本文が載っていて、「どういうところがよくな

いのか考えてみよう」といった教材が載っていたり、コラムだとスマ

ートフォンのいい面と悪い面がわかるように内容が工夫されていたり

する。

（調査員退室）

【検討】

○議 長・それでは、皆様から御意見をいただき、検討を進める。

○委 員・教科書のサイズは３種類ある。一番小さいのは光村図書出版のＢ５判

で、これは現在文部科学省から配布されている道徳の本と同じ大きさ

である。コンパクトで扱いやすいが、高学年の読み物で長いものは、

２段に書かれているところがあった。低学年については文字が小さく

なる関係で、場合によっては「先生に読んでもらいましょう」と書か

れて、工夫がされていた。

・ＡＢ判は、高さがＢ判で横がＡ判という大きさで、東京書籍、学校図

書、教育出版、日本文教出版、廣済堂あかつきの５者と一番多い。Ｂ

判に比べると、紙面が少し広くなる関係で、文字も少し大きく、隙間

があいていて読みやすい感じがした。

・さらに大きいのが光文書院と学研教育みらいで、Ａ判である。これは

紙面上の１ページが広いので、さらに読みやすくなり、写真なども大

きいものを載せている感じがした。

・どれがいいということではなく、サイズとして３種類ある中でいいと

ころと、課題の部分も解決するための工夫がされていると感じた。

○委 員・教科書の構成の視点で、光文書院については教材が４０教材で構成さ

れているので、学校や地域の実態に即して弾力的に教材を選んで取り

扱えるようになっているところがよいと思う。

・東京書籍や学校図書、光村図書出版、日本文教出版、学研教育みらい、

廣済堂あかつきについては、コラムや付録の形で３５単位時間分の教

材にプラスされて資料が載せてある。学校や地域の実態により各学校

の重点目標が異なることもあるので、重点的に指導する内容項目にか

かわる教材については、教材を選んだり、他の資料を使用したりして

計画を立てていく必要があり、多様な資料が各者とも掲載されている

のがいいと思う。

○委 員・別冊があるかないかというのが一番気になった。別冊があると、児童

は記録が残せて自分のことを振り返ることができる。教員も児童の考

えの変化を見取ることができる。しかし、先ほど調査員から話があっ

たように、今までワークシートを使ったり、ノートを使ったりしてや

ってきている。児童は、書く欄があって、それを書かないと嫌がると

ころがあるので、ノートがあると逆に縛られてしまう。ノートの分を
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やらねばならないとなってしまう。別冊があればあったでいいし、な

いと自由に教材を扱って授業の内容を工夫しやすいという印象を受け

た。

○委 員・別冊ノートに問いが書いてあったり、内容項目ごとに書くという構成

があったりして、そこに自分の考えを書くようになっているところは

良いと思う。しかし、授業をやっていく上で、展開を工夫したり、発

問を吟味したりしていくと、なかなかそこに書かれている問いそのま

まを使ったり、企画そのままを使ったりということがない場合もあり、

児童が戸惑うこともあるとも思う。

・ノートがない発行者についてよく見ると、考えをまとめて書き込む欄

がある。学研教育みらい、東京書籍、教育出版、光村図書出版、光文

書院にあり、学研教育みらいより他者がやや少ないという印象を持っ

た。

・光文書院にはノートの書き方が示されていて、ノートを使っている学

校もあるので参考になると思った。

○委 員・学校の教員の中で、別冊については意見がわかれる。別冊がついてい

た方がいいと言う人は、今まで自分でワークシートを作っていて、そ

の時間が省けるというのでついていた方がいい。学級の実態に合わせ

て、自分なりにプリントを作りたいときにあまり縛られたくないとい

う場合は、別冊ノートがない方がいい。

・また、指導書等にワークシート集などがあり、そういうものを応用す

ることもできる。

○委 員・８者中３者は別冊がついていて、そのほか書き込みできるタイプもあ

るが、今現在は別冊を使っているのか。

○委 員・今文部科学省から出ている「私たちの道徳」というものと、それから、

もう一つ副読本を使っているが、文部科学省から出ているものについ

ては別冊はなく書き込み式になっている。副読本については、別冊は

ついていない。

○委 員・教材を読んだ後の問いかけについて見たところ、教材の冒頭の部分に

問いや主題への誘いの文が書かれている教科書が幾つかあり、教育出

版や、日本文教出版、光文書院についてはそういうことが明記されて

いる。これらの教科書には教材の後ろに考えるための問いが書かれて

あったりするものが多い。

・冒頭の部分には問いが書かれていなくて、逆に教材の後ろに学習の道

筋だとか、学びのめあてなどが書かれてあるのが光村図書出版や、廣

済堂あかつきである。

・考えるための問いを載せているのは、東京書籍、学研教育みらい、学

校図書である。それぞれ特徴があって、東京書籍は１・２年生は冒頭

に、４年生以降は教材の後ろに書かれてあって、発達の段階に応じて

書かれている場所が異なっているというのが特徴である。
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・学校図書は別冊があり、そこに問いがしっかりまとめられているとい

うのが特徴である。

・道徳の授業を行っていくときに、読み物資料を使った場合に一番大事

なのは、担任の先生なり、指導する先生がどういう問いかけをするか

ということだと思う。どの教科書をとってもそういった工夫がそれぞ

れあり、教材研究をしていく上ですごくためになる。ここに書かれて

ある問いを全て活用するということではなく、先生たちが独自で問い

かけをされることも多々あると思うが、参考になると思う。

○委 員・問いかけや投げかけについて、東京書籍とか、光村図書出版、光文書

院の問いや、学習のめあてなどが児童にとって理解を深めたり、自分

自身について内省したりするといった道徳のねらいに沿っているもの

なのかなと思う。授業を進める上で参考となると思う。

・教育出版とか、廣済堂あかつきについては、価値について詳しく明確

に何々をすることが大切という感じで書かれている。明確でわかりや

すいという面も感じたが、学習指導要領には「特定の価値観を児童に

押しつけるのではなく」とあるので、多様な価値観について向き合う

ことが求められるということを考えると、少しメッセージ性は強いか

なと感じた。

○委 員・めあての持たせ方ということで、例えば、題名を読んで、教材文を読

んで、最後に設問なり質問するという形と、最初にある程度内容を知

らせておいて、教材を読ませる方法の２種類がある。おもしろいと思

ったのは、日本文教出版で、まず教材名が書いてあり、その後に大体

のあらすじと登場人物が示されている。これはパターンとしては珍し

く、どの学年でも教材名の次にあらすじと登場人物が書いてあり、そ

れをもとにして読むようになっている。

・廣済堂あかつきについても、ここまで詳しくはないが、題名の後に、

例えば、３年生の「金色の魚」では、「欲ばりなおばあさんは……」と

あり、そこから教材を読むようになっている。教材に入る前のきっか

けをつくってから内容に入るような工夫がこの２社にはあったと感じ

た。

・あまり詳しく説明して押しつけてしまうのは、やはりよくない。価値

観について、「これをやるんだよ」、「これが正しいんだよ」という、最

初から押しつけるような展開になるなら、それはよくないと思う。

○委 員・学校教育の中で道徳に求めるもの、特に今回は小学校で必要なものは

何か。

○委 員・神奈川県は神奈川の教育ビジョンというのをつくって出している。こ

れは基盤となるのが、人づくりということ。私が個人的に考えるのは、

小学校の低学年とか、中学年ぐらいまでだったら、基本的な生活習慣

など、ごく普通の、例えば、挨拶ができる子だとか、そういうところ

を育てようということが道徳の目的につながっていくのではないかと
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思う。

○委 員・今回の学習指導要領改訂の趣旨には、例えば、いじめの問題がある。

それに対して、子ども自身が生活の中からしっかり考えていかなけれ

ばいけないという中で「考えて、議論する道徳」ということや、教え

てもらうだけじゃなくて、自分はどうなのか考えること、答えが一つ

ではない道徳的な課題について話し合うことなどがあげられている。

例えば、そこでＡ君とＢ君の言うことが違っていても、お互い話をし

て、そこで、相手がどういうことを言いたいのか、それを受け入れる

力、それに対して自分が異論を述べる力、そういう力をコミュニケー

ション能力も含めて養っていく。

・低中高学年別には、学習指導要領という中にその内容項目がはっきり、

示されているので、それをやるのが一つと、あとは学校の特性という

のがある。光文書院は本来３５時間しかない道徳の時間に対して４０

教材ある。単純に考えれば５教材余るわけだが、その中で自分の学校

で、例えば、基本的な生活習慣について重点を置く場合は、それを多

くするというように、学校ごとに年間計画というのを作ることになる。

○委 員・個人的に、学校図書の３年生の中の読み物、３２ページのところにサ

ッカーワールドカップのことで、日本人がごみ拾いを自主的にやった

という教材があり、そういった日本人の心が道徳なのではないかと思

った。問いかけも必要であるし、考える力ということもあるが、いろ

いろな教材を見ていて、ぱっと目に映ったのがこれだった。子どもた

ちも、各学校で美化作業というのをやっていると思うので、こういう

のは自然と身についているものだというのを問いかけたり、教えたり

していくというのがすばらしいと思う。

○委 員・物語教材でもイメージを膨らませることはできるが、今言われたよう

な、実話、実際に起きたことで、例えば、サッカーのこの教材は新し

く、最近のことなので、子どもが「知っている」と興味を持つかもし

れない。自分たちの生活の中でもできるという体験につながりやすい、

そういう意味で実話というのはよい。学校図書は実話が多いと思う。

○委 員・いじめ問題など、児童にかかわるいろいろな諸課題が出ている中で、

学習指導要領では従来の道徳の進め方のように、読み物資料を読んで、

感想を書いて、それで終わるのではなく、自分のものとして、自分だ

ったらどうするのか、今後の自分の生活にどう生かしていくのかを考

える、「考え、議論する道徳」ということが言われている。教科書では

それがどのようになっているか見たが、各教科書の冒頭には、例えば、

日本文教出版では４ページの最初に、「気づこう、考え、深めよう、そ

して、見つめて生かそう」と、短い言葉で児童たちもわかるように説

明がされていて良いと思った。

・それ以外に学校図書、光村図書出版などではイラストつきで「こうい

うふうにこれからの道徳の授業は進めていく」ということがわかりや
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すく書いてあり、児童の関心を高めるのに非常に有効と感じた。

○委 員・各発行者さまざまで、今言ったように順序性が、１、２、３でしっか

り書いているものもあれば、色や絵を使って説明しているものもある。

来年４月から、先生たちが最初の道徳の時間でやらなければいけない

ことというのはその部分だと思う。道徳の授業はこういうふうにやっ

ていくという部分でいうと、最初のページもかなり児童にわかりやす

く印象づけができる。そういうものも大切なのではないかと思う。

○委 員・学習指導要領の道徳の解説の第３節の中に「指導の配慮事項」があり、

その中に情報モラルのことや、いじめの問題などが含まれている。こ

の神奈川県の調査研究の結果を見る限りでは、どの課題についても満

遍なく取り上げられているのではないか。特に光文書院と日本文教出

版は、課題が網羅されていると思う。

○委 員・小学校高学年になると情報モラルの部分でさまざまな問題が出るし、

中学校だとさらに出ると聞いている。そういう視点で見たときに、コ

ラムとして出ている教科書と、それがお話として出ている教科書があ

る。例えば、「誤解しないように気をつけましょう」というコラムにな

っているものと、「こんなことをしたら誤解されてこうなった」という

話が出ているものの２種類がある。児童からすると、お話の中で情報

モラルに触れている方がわかりやすいのかなという感じがある。そう

なっているのが、東京書籍、教育出版、日本文教出版、学研教育みら

い。光村図書出版はコラムとして出ているが、例えば、礼儀とはとい

うお話の後のコラムとして、インターネット上のマナーという形で関

連して掲載されているという特徴があった。

○委 員・どの発行者も興味を引く絵や、写真、挿絵、漫画などがあり、楽しく

勉強できそうと感じた。授業をやる導入では、児童の興味関心を引く

ような視覚的に訴える教材を用意して、まず、児童が興味を持って読

み物に入っていくことがある。文章だけの物語や、文字だけの文章に

とらわれない、挿絵や、漫画が載っている発行者があり、こういう工

夫がなされているのはよいと思う。東京書籍、日本文教出版、光文書

院はこの写真や挿絵が多いのかなという印象を受けた。また、光村図

書出版も漫画、コラムなど物語以外の多様な資料があり、非常に楽し

い道徳の授業の手だてになるという印象を受けた。

○委 員・特に低学年では、そういうのを見るとその場面を想像してイメージを

かき立てられる。

○委 員・例えば、１年生の教科書全部に「かぼちゃのつる」というお話がある。

光文書院は、文章だけではなく、紙芝居形式のように、絵の中に吹き

出しを入れながら、物語の流れをつかんでいくようになっている。そ

れと同じような形になっているのが、東京書籍、教育出版、光村図書

出版、学研教育みらい。ただ普通の文章を書くのではなく、それを紙

芝居風にしたような形で低学年の場合は掲載されている。逆に日本文
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教出版、学校図書、廣済堂あかつきについては本文をそのまま載せて、

そこに挿絵が入っている。今の子どもたちは視覚から捉えるというと

ころもあるので、低学年などはそういう教科書がいいと思った。

○委 員・挿絵についてはやはり大事だと思う。全発行者にわたって載せられて

いるお話が幾つかあり、それを見比べてみると、教員が授業を行うと

きに、ここで中心発問をしたいな、そのときにこれを黒板に張って考

えさせたいなと思う挿絵があるところと、少し惜しいなというところ

があった。そのあたりを見ていけば良いと感じた。

・東京書籍、学校図書、教育出版、光村図書出版、学研教育みらい、そ

れから、廣済堂あかつき、さまざまな発行者が読み物教材を挿絵や写

真を用いて内容が理解されるようになっている。授業をするときにこ

れは国語の読み取りの授業なのかなと思うくらい前段にそのお話の内

容を確認して、肝腎の道徳の授業になかなか入り切れないということ

がある。紙芝居風になっていたり、吹き出しを用いたりして、取り扱

う内容項目に児童すっと入れるようにしてあるということは大事であ

る。話合いがあっちこっちに散らばってしまい、考える内容項目につ

いて自分自身が向き合うことができないということは避けていきたい

ので、やはり読み物資料が理解しやすいということはとても重要であ

る。

・低学年は視覚が大事で、帯になったところに色がついている光文書院

と日本文教出版は、開いたときにインパクトがあり、このことについ

て勉強するということの理解につながると感じた。

○委 員・小学校の教科書は大体ＡＢ判なのか。

○委 員・文部科学省の「私たちの道徳」はＢ５判。副読本もＢ５判。

○委 員・中学はほとんどが大体Ｂ５判なので、ＡＢ判は大きく感じる。子ども

たちにとって見ると、小学校から中学校へ上がるという、その連携等

もいろいろ考える中ではこのＢ５判でもいいのではないかと思う。発

行者それぞれにいいところがあり、例えば、１年生だったら、文字が

大きいと見やすい。でも、６年生の場合はしっかり読ませるというの

も必要。中学へのつながりとかいろいろなところを見る中ではＢ５判

の教科書でもいいのかと思った。

○委 員・本の大きさや形という視点もあるが、内容や、全体的なバランスとい

うことも考えたい。読み物教材の文章の長さとか、挿絵や写真、図な

どのバランス、それから、先ほどから出ている問いや児童への投げか

けの数などは、大きく見てみると、東京書籍や光文書院、学研教育み

らいは全体的にバランスがいいと思った。光村図書出版は、読み物教

材の質がとてもよくて、児童に読ませたい内容の教材が多いと感じた。

○委 員・情報量というところで感じたのは、これから、道徳が今までの道徳と

変わり、ただ、登場人物の心情を読み取って自分と向かい合わせてど

うかというだけではなく、そこに自分の内省や、それを図る中で友達
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の意見を聞いて深め、判断して行動できる意欲・態度を育てるという

のが「特別な教科 道徳」の目標になっている。それを１単位時間、

つまり、４５分の中でやるとなると、かなり厳しい。それを考えると、

あまり教材は長かったり、一つの教材の量が多かったりなど、情報が

多いと、やり切れないところが出てくるのではないかと思う。

・今若い先生がとても増えており、逆にあまり情報が少な過ぎてもなか

なか授業をしづらいところもある。教育出版は教材数が少ないが、道

徳のオリエンテーション等を含めて３５時間になるように作っている

ので、ページ数が少ない。

・また、例えば、一つの教材が４ページぐらいとして考えていくと、せ

いぜい２００ページというのが自分の感覚であるが、２００ページを

超えないものだと、東京書籍や光文書院、学研教育みらいが２００ペ

ージ以内で教科書の厚さを抑えている。別冊のあるところは、例えば、

日本文教出版は読み物教材としては２００ページで抑えてあるが、道

徳ノートを合わせると２００ページを超えてしまう。だから、１単位

時間の中で無理のない教材、資料、内容、そういうところについても

選んでいく一つの視点になると思う。

○委 員・小学校の教員の意向として、教科書展示会で教科書を見た意見では、

光文書院が良いという意見が多かった。現在使っている副読本が光文

書院ということもあり、見慣れている感じがあるかもしれない。その

ほかに多かった意見は、東京書籍である。

○委 員・光文書院は問いが教材文の下に出ていて、ほかの発行者は最初や最後

に問いがあるが、光文書院は、その話の途中に問いがあるので、全部

読まなくても、読み進めながら発問できてやりやすい、という意見も

あった。

○委 員・教材とは別に別冊があったほうが先生の負担が少し減るのではない

か。どの先生が教えても同じことを子どもたちに伝えられるようにす

るという部分ではやはり、別冊があったほうが個人的にはいいと思う。

別冊があると型にはまってしまうという考えもある。どちらがいいと

いうのは議論があると思う。子どもたちのための道徳という部分もあ

るが、先生の負担や、若い先生が多くて、若い先生より経験のある先

生のほうが教える技量も高いと思うので、今後のことを考えるのであ

れば、別冊があって、同じように教えられるもののほうがいいのかな

と個人的には思う。型にはまってしまうので、それ以上の発想がない

というのはデメリットとしてはあるが、先生たちの負担についていろ

いろ報道等でも言われているので、そういうのもいいのかなと個人的

には思った。

○委 員・個人的には、教育出版が一番絵と写真のバランスがいいと思った。「か

ぼちゃのつる」もほかの発行者よりも読みやすい。挿絵も有名な人の

絵が入っている。書き込み式になっていて、文字も大きくて見やすい
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と思う。

・光文書院は、１年生から６年生までインターネットとか、情報モラル

のことを細かく書いてあり、そういったことを１年生のときから教え

ていくというのは大事である。子どもは親のタブレットを小学生から、

スマートフォンは幼稚園のときからさわったりしているので、１年生

のときから教える必要があると感じている。

○議 長・ほかに意見はあるか。

≪なし≫

○議 長・なければ、ここで検討を終了する。

・調査報告の段階ではそれぞれに特徴やよさがあることが確認できた。

話合いでは、教科書の構成、道徳の学習の進め方、児童への問いの投

げかけ方、教材、資料の内容、学習指導要領との関連など、いろいろ

な視点でお話をいただいた。本日の検討内容をまとめ、教育委員の皆

様に報告をさせていただく。感謝申し上げる。進行を事務局に戻す。

○事務局・本日の検討結果については、７月の教育委員会議定例会における採択

の参考にしていただく。

・本日の検討結果の報告、会議録については、まとまり次第、８月下旬

以降に、市のホームページで公表する。

・情報公開の請求があった場合、検討委員会委員の氏名を公開する。時

期は、８月下旬の教育委員会議定例会以降となる。御承知おきいただ

きたい。最後に、副委員長より挨拶をお願いする。

○副委員長・挨拶。

○事務局・平成２９年度第２回伊勢原市教科用図書採択検討委員会を閉会する。

午後４時３０分 閉会


