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平成２９年第３回東村山市教育委員会臨時会会議録 

 

〇平成２９年８月３日（木）東村山市教育委員会を市民センター第

１・第２会議室に招集した。 

〇教育長及び出席委員は、下記のとおりである。（５名） 

  教育長  森 純 

  出席委員 吉村 正、當摩 彰子、小関 禮子、佐々木 洋子 

〇教育長の助言のために出席したものは次のとおりである。 

教育部長 野 崎 満 指導主事 鈴 木 賢 次 

教育部次長 田 中 宏 幸 指導主事 宮 﨑 忍 

教育部次長 青 木 由美子 指導主事 杉 本 全 久 

教育総務課長 清 水 高 志 子ども・教育支援課長 大 西 弥 生 

学務課長 森 脇 孝 次 図書館長 新 倉 敦 子 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏    

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 教育総務課 係長 仁科 雅晴 

〇会議事件は次のとおりである。 

議題 

  議案第２７号  平成３０年度使用東村山市立小学校「特別の教 

          科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図 

          書の採択 

午前９時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第３回東村山市教育委員会臨時

会を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の署名委員を小関委員にお願いいたします。 

○清水教育総務課長 本日の教育委員会臨時会へ、ただいま傍聴希望と

いうことで、５３名の方が申し出ております。こちらについての傍聴

の許可及び随時この後、希望される方に対して、傍聴可能な範囲で傍

聴の許可について、お願いしたいと思います。 

○森教育長 ただいま、傍聴のお申し出がございました。傍聴を許可し

たいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 特に異議なしということでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

それでは、休憩いたします。 
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午前９時３２分 休憩 

 

午前９時３４分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開させていただきます。 

まず初めに、傍聴の方に申し上げておきます。本臨時会におきまし

て、録音、撮影等の許可はいたしておりませんので、御了承願いたい

と思います。また、携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモー

ドにしていただきますようお願いいたします。 

本日は、議案第２７号、平成３０年度使用東村山市立小学校「特別

の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択を議題と

いたします。提案説明をお願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第２７号、平成３０年度使用東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択。

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年８月３日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。平成３０年度使用東

村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科

用図書の採択。東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級で平成

３０年度に使用する教科用図書について協議し、採択を得たい。説明、

平成２９年７月５日の教育委員会定例会において受けた答申を基に採

択するため、本案を提出するものでございます。 

答申までの経過については、７月５日の答申の際に御説明したとお

りです。 

本日は、教科書選定運営委員会からの答申と調査・研究報告を基に、

平成３０年度の東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校

特別支援学級で使用する教科用図書の採択を行っていただきます。資

料については、７月５日に配付いたしました、教科書選定運営委員会

の作成した教科用図書の調査・研究報告を御参照ください。 

また、議案書のほかに、小学校「特別の教科道徳」の教科書会社の

一覧表も添付いたしました。 

本市の公立学校で使用する教科用図書の採択につきましては、その

権限が本市教育委員会にあることから、教科書選定運営委員会の方針

や調査・研究の報告、市民の方からいただきましたアンケートの内容
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等を踏まえていただき、教育委員の皆様で御審議をお願いいたします。 

審議の結果、平成３０年度の東村山市立小学校「特別の教科道徳」

及び小・中学校特別支援学級で使用する教科用図書の採択をお願いい

たします。 

説明は以上となります。 

○森教育長 ただいま、青木教育部次長より採択について説明をしてい

ただきました。 

それでは、小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級

で使用する教科用図書の採択について、具体的に説明をお願いいたし

ます。 

○青木教育部次長 それでは、はじめに全体の提案をいたします。その

後、教科・種目ごとに採択をお願いいたします。 

○森教育長 それでは、よろしくお願いします。 

○青木教育部次長 それでは、別添資料、小学校「特別の教科道徳」の

教科書会社一覧を御覧ください。 

「特別の教科道徳」は、８社の教科書が対象となっております。こ

ちらについての審議並びに採択をお願いいたします。 

小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学校のもの

として７３点、中学校のものとして３６点です。その内訳は、学校教

育法附則第９条の規程による教科書が、小学校が６１点、中学校が３

１点です。文部科学省の検定本が、小学校が１２点、中学校が５点で

す。これらの審議並びに採択をよろしくお願いいたします。 

○森教育長 以上で説明が終わりました。 

全ての教科書のそれぞれの内容や特徴につきましては、これまでに

教科書選定運営委員会で作成いたしました資料をもとに我々も勉強さ

せていただいたところでございます。また、教科書選定運営委員会の

答申をいただく前から見本本を拝見いたしました。その他、市民の皆

様からのアンケートなども、答申とともに拝見したところでございま

す。 

これらの資料等に基づきまして、本日、各委員からのお考えをお伺

いした上で、種目ごとに採択していきたいと考えておりますので、御

協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

○青木教育部次長 それでは、「特別の教科道徳」についての審議並び

に採択をお願いいたします。調査・研究報告書を御参照ください。 
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○森教育長 それでは、「特別の教科道徳」の審議に入りたいと思いま

す。各委員の御意見をお願いしたいと思います。 

○吉村委員 教科書採択にあたり、各教科書調査委員会の皆様方の精力

的な調査・研究をしていただきまして、誠にありがとうございました。

また、私たちが理解しやすいよう、多くの資料を作成していただきま

して、誠にありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げま

す。 

さて、実際に教科書を見させていただきますと、どの発行者とも

様々な工夫が見られました。扱っている教材はもちろんのこと、表記

や表現についても、いただいた資料を含め、その特徴や違いを把握す

ることがしっかりできました。 

○當摩委員 私も調査・研究報告書や見本本など、様々な資料を見させ

ていただきました。各社、様々な教科書編集上の工夫が見られまして、

それぞれの良さがはっきりと伝わってまいる８社の教科書だったよう

に思っております。どの出版社の教科書もとてもすばらしくて、各学

校は、このすばらしい教科書を１年間、道徳の授業というのは３５時

間と伺っておりますから、これは大体週１回という感じでございまし

ょうか。そういう中で、「特別の教科道徳」の教科書に取り組んでい

ただけるということで、これから様々なことが始まるのかなというよ

うな気持ちでこの教科書を読ませていただきました。 

以上でございます。 

○佐々木委員 私は、保護者という立場でもありますので、教科書の中

身、教材のことはもちろん大事であるとは思っておりますが、教科書

の大きさや重さも考慮すべきだと思いました。子供たちのランドセル

自体も非常に重いですし、その中には、各教科の教科書やノートがか

なり入っていますので、低学年でも相当重たいものだと思います。と

はいえ、教科書を小さく、軽くするために文字を小さくしたり、絵や

写真を省略したりすることは、道徳の教科書には適さないと思います。  

以上です。 

○小関委員 私は、道徳が教科化されるに当たって、改めて考えたこと

があるのですが、これまで学校が行ってきた「道徳の時間」は、まさ

に学校の道徳教育の要であり、子供たちの豊かな道徳性を養うために

様々な教材が開発され、そして、工夫を凝らした授業を行ってきたと

いうことをまず実感しました。 
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私は、道徳の教材というのは、いかに子供たちの日常生活に即した

ものであるかということが重要だと考えています。教師による押しつ

けにならないように、子供たち一人一人が自分自身との関わりで、し

かもリアリティーを感じながら、自己の生き方を考えることができる

ような、本当に身近な内容を扱った教材が適切なのではないかと考え

ています。 

以上です。 

○森教育長 それぞれ各委員からのお考えをお聞きしたところなのです

が、道徳が教科化されまして、「特別の教科道徳」となった訳でござ

いますけども、その背景には、「いじめ問題への対応」があると伺っ

ております。どの出版社の教科書も「いじめ防止」について扱ってい

て、かなり充実したものであるという印象を持ちましたけれども、こ

のことに関しまして、各委員の方々はどのようなお考えを持っていら

っしゃるのか、ちょっと伺わせていただければと思うのですが。 

○佐々木委員 私は、いじめ防止の教材については大変重要であると考

えております。その中で、日本文教出版は、「いじめ問題」への対応

が示されており、児童が発達段階に応じて、いじめを許さない、見過

ごさないための生活を送ることの大切さを学ぶことができる教科書だ

と思いました。 

また、教育出版におきましても、発達段階に応じて、いじめ問題に

関わる教材を丁寧に取り扱い、６学年を通して間接的・直接的にいじ

めについて考える教材のまとまりを設定していると思います。 

以上です。 

○當摩委員 私も、「いじめ問題」への対応を図るために「特別の教科

道徳」が果たす役割につきましては、大変重要であると考えておりま

す。心を育てることについて、子供の発達段階に応じて関わるという

ことは、大人の役割として大切なことと思っております。 

「いじめ問題」に向き合っていくためには、自分が大切だと思うと

ともに他の人の大切さを認めるということ、生命を大切にすることな

ど、「生命尊重」の教育を推進するということが非常に重要であると、

今回、教科書を熟読させていただいて、改めて思いました。 

そのような中で、私は、光文書院や学研の教育みらいが「生命尊

重」に重点を置いた教材を非常に充実して扱っていることに注目いた

しました。本市の「いのちとこころの教育」の推進のためには、指導
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内容を重点化して、「生命尊重」を柱に、各学校の道徳教育が進めら

れていくことが望ましいのではないかなと思いまして、この「生命尊

重」が重要として考えたときに、いじめということについて、子供た

ちの中で、少しずつ考えることができるということで、「生命尊重」

という点に着目をさせていただきました。 

以上でございます。 

○森教育長 いじめについて、お二方から御意見をいただいたところで

ございます。あとは特によろしいでしょうかね。 

それから、光村図書出版、あるいは、学校図書という会社は、全生

園、または、ハンセン病に関連する教材を取り上げてくださっており

ます。このことに関して、御意見がございましたらお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○小関委員 私は、ハンセン病や全生園を通した人権教育を推進すると

いうことは、東村山市が今まで最も重視してきたことだと考えていま

す。そして、これについては、各学校が力を入れてすぐれた実践を重

ねてきました。これまでに多くの学校で開発してきたハンセン病や全

生園を扱った地域教材がありますので、「特別の教科道徳」において

も、これを継続して活用していくことが本当に重要ではないのかと考

えています。 

ですので、「特別の教科道徳」の教科書の教材として、これらの内

容が含まれているかどうかということだけでなくて、教科書として多

様な観点から検討すべきであるという考えです。ハンセン病や全生園

を扱った地域教材については、これまでのものを更に充実させる、地

域教材を継続して活用する、そうしたことで、「特別の教科道徳」で

学んだことを生かして、社会科や総合的な学習の時間等で子供たちが

自ら探究していく教科横断的な学習が実現するためにも、これまでの

取組を更に充実させていく方向で良いのではないかと思います。 

以上です。 

○佐々木委員 これまでのお話を伺って、「特別の教科道徳」とあるよ

うに、道徳が教科化されて、児童の道徳性がどう身についたのかを評

価という視点でも、今まで以上に重視していかなければならないので

はないでしょうかと思います。 

私は、保護者として、学校の先生がどのような評価材料を基に、児

童一人一人の評価を行っていくのかにも関心があります。廣済堂あか
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つきや日本文教出版の教科書には、別冊の「道徳ノート」が付随して

いるものが見られました。特に、日本文教出版の「道徳ノート」は、

児童の発達段階に応じた心の成長を記録するページが工夫されており

ますので、１年間を通した子供たちの心の変容を見るのに適している

かと思いました。学校の先生方にとっても、評価の材料として安心し

て使用できるのではないでしょうか。 

○森教育長 今までいじめに関する各委員さんのお考え、それから、ハ

ンセン病、あるいは全生園についてのお考えということでお伺いして

きましたけれども、今度は全般的に教科書採択に当たって、各委員さ

んがお気づきになった点、あるいは、この点が良いのではないか、ま

た、この点には問題があるのではないかというところがございました

ら、お出しいただければと思います。 

○吉村委員 先ほどの小関委員からの教科書としては多様な観点から検

討すべきだと説明されましたことに賛成です。 

また、先ほど佐々木委員からは、別冊の「道徳ノート」があるとい

うことの話がありましたが、学校の教員にとっては、それはいい面も

あるとは思いますけれども、私は、かえって教員の授業の工夫が限定

されてしまうのではないかという懸念もいたします。これまで行って

きた「道徳の時間」の指導においても、教員は様々なワークシートを

開発なされていましたし、子供の心の変容を把握することに努めても

こられたと思います。児童にどんなことを考えさせるのか、どのよう

なことを話し合わせるのか､目の前の児童の実態に合わせ、教師の働

きかけや発問を工夫することが大切だと考えております。 

また、「道徳ノート」がない出版社においては、補助教材や参考資

料としてワークシートなどの資料が付いており、先生方はそれも参考

にしながら子供たちの実態に応じた教材を作成することができるので

はないだろうかと思います。 

以上です。 

○小関委員 今、吉村委員が子供たちにどんなことを考えさせるのかと

いうことでの御発言がありました。「特別の教科道徳」では子供たち

が、これからの教育の方向でもあるのですが、「主体的に考え、対話

を通して、深い学び」を実現するため、問題意識を持って具体的に考

えていくことがとても重要だと思います。 

そういう点で、問題解決的な学習を展開する必要があります。道徳
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が教科化される訳ですから、授業内容が問題解決的な学習を取り入れ

た授業になるように、教科書が指導する先生方の助けになるというこ

とにも期待しています。その点で私は、東京書籍は「問題を見つける、

そして考える」といった教材を取り入れていました。子供たちが情報

モラルであるとか、持続可能な社会づくりであるとか、様々な課題に

向けて身近な生活の中から問題を見つけ、そして解決していく。そう

した解決の方法を「考えるステップ」に沿って、友達と話し合ってい

きます。このような学習を通して、子供たちが主体的に考えて、そし

て、問題解決的に学習を展開していくということができるのではない

かと思っています。 

以上です。 

○吉村委員 私も「特別の教科道徳」の改訂の趣旨である「考え、議論

する道徳」の実現に向けて、問題解決的な学習を進めることが大切だ

と考えております。子供たちの考えを深め、活発な議論へと導くため

には、教師の発問を工夫することが求められているのではないでしょ

うか。登場人物の心情を読み取るだけにとどまらず、子供たちが自ら

の生活や将来の生き方について考えさせるような教師からの問いかけ

が大切であると考えます。そういうわけで、私は、多様な観点から判

断しますと、光文書院が適切であると考えます。 

○當摩委員 私も今、吉村委員がおっしゃってくださったように光文書

院が良いと考えました。光村図書の教科書には、本市が進める「いの

ちとこころの教育」を推進する観点から、大変すばらしい教材である

と感じました。例えば、全生園というような教材があるわけですけれ

ども、先ほど、小関委員がおっしゃってくださいましたように本市は、

ある意味、そのことを踏まえて、各学年でいろいろなことを学んでく

れているような気がいたしますので、そういう観点から考えたときに

光村図書は内容がすばらしく、１週間に１時間という中では、非常に

充実した教材なのですが、少し読み物として長いかなと思われるとこ

ろと、あと、佐々木委員が本の大きさのことなどをおっしゃられまし

て、光村図書はこうやって見たときに一番小さいのですよね。小さい

からこそ、教科書会社の工夫があるとは思いますが、文字が小さいと

いうことと、行間が詰まった感じが見受けられまして、これはちょっ

と使っていただくときにどうかなというようなことを考えました。そ

の中で考えましたときに、吉村委員が先ほどおっしゃってくださいま



９ 

したように本市が推進しています「いのちとこころの教育」という観

点から、「生命尊重」に重点を置いている光文書院がよろしいかなと

思いました。 

以上でございます。 

○佐々木委員 先ほど、道徳の評価について、別冊の「道徳ノート」の

活用が有効であると意見を述べさせていただきました。吉村委員の言

われたとおり、児童の実態に合わせた教師の授業の工夫を制限してし

まうのではないかという懸念は理解できますが、現在、若い先生たち

が増えて、道徳の指導に不安を感じられている先生も少なくないと思

います。なので、別冊の「道徳ノート」があればいいというものでは

ありませんが、年間を通して継続的に取り組むことで、適切な評価材

料となり、また、指導する上でも先生方の助けになるという点も考慮

すべきではないでしょうか。私は発達段階が考慮された記述欄を設け

ている日本文教出版の教科書が適当であると思います。 

以上です。 

○森教育長 それでは、最後に私の意見を述べさせていただきたいと思

います。道徳が教科化されるということにつきましては、学校教育に

大きな変革をもたらすものと捉えております。しかしながら、特定の

価値観を押しつけたり、主体性を持たずに言われたままに行動するよ

うに指導したりするということは、道徳教育が目指す方向性の対極に

あるものと捉えております。多様な価値観の、時には対立がある場合

を含めまして、様々な意見に誠実に向き合いあって、道徳としての問

題を考え続ける姿勢こそ、道徳教育で養うべきものであるということ

を踏まえまして、発達段階に応じ、答えが一つでない課題を一人一人

の児童が自分自身の問題と捉え、向き合う「考える道徳」「議論する

道徳」へと転換を図ることが重要であると捉えております。そのよう

な観点から、私も光文書院の教科書で扱っている教材には、「深く考

えるに足る」内容、「議論するに足る」内容が掲載されているのでは

ないかと感じているところでございます。 

とりあえず、私の意見を述べさせていただきましたけれども、その

他、各委員さん方、意見がございましたらお願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。ある程度、出尽くしましたでしょうか。 

それでは、各委員に今までの意見を踏まえた上で採決に入らせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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（ 異議なし ） 

○森教育長 それでは、初めに今、御意見が出ている中からですけれど

も、東京書籍を採択することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 小関委員、お一人。 

次に、日本文教出版を採択することに賛成の方は、挙手をお願いい

たします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 佐々木委員、お一人。 

最後に、光文書院を採択することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 ３名ということでございます。ということで、数の上では

光文書院が５名中３名ということになりますので、賛成多数により光

文書院を採択することにいたします。 

以上で、「特別の教科道徳」については終わります。 

これより、特別支援学級の教科書採択のほうに移りたいと思います。 

○青木教育部次長 次に、小・中学校特別支援学級教科用図書につきま

して、審議並びに採択をよろしくお願いいたします。 

小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学校用のも

のとして、国語・書写が全部で２１点ございます。社会・地図が２点、

算数が１６点、理科が１点、生活科が１点、音楽が１点、図画工作が

１点、家庭が１点、保健が１点、生活が２７点、「特別の教科道徳」

が１点の計７３点でございます。 

中学校用といたしましては、国語・書写が６点、社会・地図が８点、

数学が４点、理科が３点、音楽が３点、美術が３点、保健体育が２点、

技術・家庭が４点、英語が３点の計３６点でございます。 

内訳として、学校教育法附則第９条の規程による教科書が、小学校

が６１点、中学校が３１点です。文部科学省の検定本が、小学校が１

２点、中学校が５点です。 

以上、本市小・中学校特別支援学級で使用する教科書の決定につき

まして、審議並びに採択をよろしくお願いいたします。 

小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、調査・研究報

告書を御参照ください。よろしくお願いいたします。 
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○森教育長 それでは、小・中学校特別支援学級教科用図書の審議に入

ります。各委員の御意見がございましたらお願いしたいと思います。 

○吉村委員 この件も議論するのに調査・研究資料をおつくりいただき

まして、誠にありがとうございました。特別支援学級用の教科用図書

ですけども、児童・生徒一人一人の障害の状況や理解の程度を、学校

の先生が一人一人よく見た中で選んでいただいていると思っておりま

す。これは毎年申し上げていることですけれども、このことから、選

んでいただいた先生方の御意見を尊重して採択するのが妥当であると

私は思っております。 

○當摩委員 在籍している児童・生徒の皆さんの特性を考慮して、挿し

絵や文字、色使いなど、児童・生徒の興味や関心を引くものが選出さ

れているなと感じました。ユニバーサルデザインやカラーユニバーサ

ルデザインなど、児童・生徒の障害特性に配慮した構成や表現が、い

ろいろな工夫についても配慮されているものであると思います。先生

方が使っていただきやすい本を選ばせていただくというのは、本当に

僭越ですけども、私どもが決めさせていただく中で大切な要素なのか

なと感じております。 

以上でございます。 

○佐々木委員 上学年、あるいは中学校で使用することとなる教科書と

の関連性や系統性についても検討されたと伺っております。また、通

常の学級との交流及び共同学習で使用することも考慮し、小・中学校

で採択した文部科学省の検定本の教科書についても選ばれていると思

います。 

以上です。 

○小関委員 特別支援学級の子供たちは、一人一人の実態に応じて、ス

モールステップで学習を進めていきます。これは各学校の定例の訪問

でもそうした場面をたくさん見せていただいてきました。そういう訳

で各学校では、適切な構成、それから分量の教科書を選ぶということ

が大事だと思いますけれども、更に文字の大きさとか配置、それから

色分け、ルビなどに十分留意して、子供たち一人一人の発達段階に応

じた指導をしていただきたいなと考えています。 

以上です。 

○森教育長 他に御意見のある方、いらっしゃいますか。特によろしい

でしょうかね。 
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今、御意見をいただいたところですけども、特別支援学校で使う教

科書につきましては、従来もそうでしたけれども、それぞれの児童・

生徒の障害の程度に応じて、あるいは、児童・生徒の特性に応じて使

う教科書が変わるということだと考えております。 

これにつきましては、担任の先生方の御意見を尊重することが最も

重要であると、そういう判断に立っておりますし、特に意見がござい

ませんので、特別支援学級の教科用図書につきましては、各学校の先

生方が選んでいただいた原案どおり決定したいと思いますけれども、

いかがでしょうか。各委員の皆さんも同じような御意見でしたので、

賛成の方、挙手をお願いできたらと思います。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 それでは、全員賛成ということでございますので、特別支

援学級用につきましては、調査・研究報告にあるように決定させてい

ただきました。 

審議をしてまいりましたが、議案第２７号、平成３０年度使用東村

山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用

図書の採択につきましては、以上のとおり決定をさせていただきます。 

以上をもちまして、議案第２７号を終了といたします。 

予定されました議案審議は全て終了いたしました。以上をもちまし

て、教育委員会臨時会を閉会とさせていただきます。 

以上をもちまして、平成２９年第３回東村山市教育委員会臨時会を

閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１０時１２分 閉会 


