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１ 開会のことば

○司 会 ただいまより第２回埼玉県第五採択地区教科用図書採択協議会を開会いた

します。

２ あいさつ

○司 会 第五採択地区教科用図書採択協議会会長があいさつを申し上げます。

○会 長 これから第２回教科書採択協議会を開催させていただきます。今回は第１

回目のときに話をしましたが、大津市におけるいじめ問題が社会問題化さ

れ、その後各地でいじめ問題がマスコミ等に取り上げられ、日本全体とし

て大きな課題となりました。つい最近も、いじめの問題が発生しておりな

かなか後をたたない状況であります。そのような社会の状況の変化を受け

て平成３０年度より小学校で平成３１年度より中学校で特別の教科道徳の

新設で完全実施されるということが決定されています。本日は次年度より

始まる小学校の特別の教科道徳の教科書の採択であります。今まで委員の

皆様に、教科書見本を閲覧していただき、それぞれ内容を吟味してきたと

思います。是非、慎重な審議・協議をしていただけるようお願いします。

３ 事務局からの連絡

○事 務 局 本日の日程等につきまして連絡いたします。

本日の日程ですが、議事の説明に続きまして、調査員の調査研究結果の報

告と質疑応答を行います。その後、協議に入ります。

４ 議 事

○司 会 それでは、議事に入ります。第五採択地区協議会規約の第１０条２項によ

り、会長に議事・進行をお願いいたします。

○会 長 それでは、議事に入ります。

採択に係る情報の積極的な公開が求められておりますことから、議事録作

成のため、録音させていただきたいと思います。記録作成が済みましたら

消去いたしますが、ご了解いただけますでしょうか。

○委 員 はい。

○会 長 次に、第２回採択協議会議事録の署名委員についてお諮りします。

本日の議事録の署名委員については、順番にということで和光市教育長職

務代理者及び朝霞市教育委員会教育委員長のお二人の委員ということでよ

ろしいでしょうか。

○委 員 はい。



○会 長 次に、第２回採択地区協議会の公開についてお諮りします。本日の協議会

は公開といたしますが、協議及び採択につきましては、静謐な環境を保つ

ため非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。第五採択地区協議

会規約第１４条により『出席した委員の３分の２以上の多数で議決

したときは非公開とする。』とありますので、採決させていただ

きます。

協議及び採択につきまして非公開とすることに賛成の委員の挙手を求めま

す。

＜全員挙手＞

○会 長 それでは、協議及び採択につきまして、非公開といたします。

次に、事務局から提案があります。

○事 務 局 教科書（案）の決定につきましては、展示会アンケートや、各学校からの

調査研究結果も考慮し、調査員の調査研究結果の報告をもとに第五採択地

区協議会規約第１１条に従い協議し、決定していただきたいと考えており

ます。お諮りいただければと存じます。

○会 長 事務局から提案がありました協議方法でございますが、協議ということに

ついていかがでしょうか。

○委 員 ＜全員同意＞

（１）報告

○会 長 協議の細かいことについては、第五採択地区協議会規約第１１条に従って

協議の時に確認することといたします。それでは、報告に入ります。事務

局お願いします。

○事 務 局 ６月１６日（金）から６月２９日（木）に和光市中央公民館で開催された

の教科書展示会のアンケートのまとめがここにございます。期間中にのべ

５１２名の方がご来館くださいました。アンケートの回答内容につきまし

ては、教科書の内容に関するもの、会場運営に関するもの等がございます。

記入者は、保護者、一般の方、教員等でございます。また、各小学校から

の調査研究のまとめもございます。既に、委員の皆様にはお渡ししてあり

ますので、協議の際の参考としてください。

○会 長 事務局の説明に対して質問はありますか。



○委 員 なし。

（２）調査員の調査研究結果の報告と質疑応答

○会 長 それでは、調査員の調査研究結果の報告と質疑応答に入ります。事務局お

願いします。

○司 会 では、「特別の教科 道徳」の調査員代表に調査結果の報告をお願いしま

す。

○調査員代表 資料１ページ目。東京書籍の調査統括を読み上げます。

扱っている教材は、従来使用されてきたものが多く、これまでの道徳の時

間から移行するうえで指導しやすい教材がそろっている。また、いじめ問

題、情報モラルなどの現代的課題にも発達段階に即して丁寧な扱いがなさ

れている。内容の他にも、表記・表現の部分に工夫が見られ、道徳の学習

を進めていくうえで意欲がわきやすい仕上がりとなっている。ただ、教材

に自分の考えを書く欄がないため、評価等のためにワークシートの用意等

が必要になってくるものと思われる。さらに、特色として内容では、「い

じめのない世界へ」では、全学年でいじめについての教材を取り上げてい

る。直接的教材と間接的教材の２つを組み合わせて学習することで、いじ

め防止の効果を高められるような工夫が見られる。

続いて、資料２ページ目。学校図書の調査統括を読み上げます。

教科書は「読みもの」と「活動」の２冊にわかれており、役割も明確に区

別されている。そのため、双方を使用し、関連づけながら授業を進めるこ

とになる。丁寧に指導すれば道徳的価値を的確に獲得することになると思

われる。内容項目の４つの視点を分かり易く目次、各教材、巻末に示して

いる。また、内容項目もバランスよく取り上げられており良い。「読みも

の」の内容と「活動」にある問いは、心情理解を中心とする発問が多い傾

向にあるが、自分自身を見つめるための「アクティブ」と組み合わせて実

施、展開することで道徳のねらいが十分に達成できるよう工夫がなされて

いる。特色とする内容として、別冊ノート「活動」には、自分自身を見つ

めるための問い「アクティブ」が用意されており書いたり、考えたり、話

し合ったりする活動を促している。また、別冊ノート「活動」には、話合

いのポイントとなる問いが多く用意されており、多様な活動が期待できる

。しかし、記述するスペースは限られており、児童の変容を見取り評価に

つなげることには工夫が必要である。

続いて、資料３ページ目。教育出版の調査統括を読み上げます。

教材ごとに「問い」が多く用意され、道徳的価値の理解と深化を多角的・

多面的に行えるように工夫されている。特に、いじめ問題や情報モラル、



生命尊重などの現代的な課題については、重点的な扱いをしており、道徳

的な価値を獲得しやすい工夫がなされている。補充教材を含め３６教材が

用意されているが、補充教材には「問い」が用意されていないため、教員

により扱いが異なることも予想される。変容を的確にみとるためにはワー

クシートを用意し、評価していく必要もある。特色とする内容として、教

材末「学びの手引き」で、教材本文に対する問い、道徳的価値に対する問

い、今後の行動への示唆など、価値理解の深化を可能とする設問が設けら

れており、学級の実態に応じて発問の項目を取捨選択して、授業展開でき

るようになっている。

続いて、資料４ページ目。光村図書の調査統括を読み上げます。

各教材にめあてが設けられていて、話し合いのねらいを明確にもつことが

できる。文字中心の読み物教材だけでなく、挿絵を見て考えさせる教材を

用いたり、生活や経験を振り返る活動や体験的な活動を取り入れたりする

ことで、物事を多面的・多角的に考え、深める学習活動が行えるよう工夫

されている。特に、現代的な課題については、複数教材とコラムがセット

となっており、より価値が深められるようになっている。各教材には自分

の考えを書く欄がないので、変容を的確に把握するためには、ワークシー

トを別に用意する必要もある。特色とする内容として、現代的な課題とし

て、情報モラル、いじめ問題、環境、国際理解、福祉・共生を取り上げ、

その後ろに「コラム」を 配し、関連づけて考えられるようになっている。

続いて、資料５ページ目。日本文教出版の調査統括を読み上げます。

読み物教材のほかに、別冊で「道徳ノート」がついている。今後は適切な

評価を行うため、感想などを蓄積していく必要がある。このノートは、ど

の教員にも扱いが容易で、効率的に運用できるものと思われる。また、自

分自身の変容を振り返るのにも効果的である。全体的に読み物以外の資料

が多く入っており、教科書として学習が進めやすい。また、主人公を客観

視したり、自分自身を見つめるための「問い」が適切な個所に入っている

ため、実践意欲も育みやすい。教員にとっても発問として活用しやすく、

授業を構成するための教材研究が円滑に行われることも期待できる。現代

的な課題については、学年を横断した形で構成し、複数教材をまとめて配

置するなど、効果的な指導ができるよう随所に工夫がなされている。特色

とする内容として、各教材の冒頭に、「主題・題名・導入で使える問いか

け・教材の条件・状況やあらすじ（登場人物のイラスト付き）」が並列し

、且つ内容項目を色別・アイコン別で示されている。

続いて、資料６ページ目。光文書院の調査統括を読み上げます。

随所に「問い」が用意されており、考えたり、話し合ったりするきっかけ

になるものと思われる。また、言葉づかいが平易で、どの児童にも分かり



やすく、見通しを持って、取り組める要因となっている。教員にとっても

発問としてつなぐことで授業構成できる利点がある。教材研究のしやすさ

にも寄与している。ワークシートや自分の考えを書き込む欄は少ないもの

の、各学年ともに「道徳ノート（例）」を示し、各自が主体的にノートを

作っていくことを前提としており、学習指導要領の目標を具現化しようと

する意図が感じられる。情報量はやや多いが、マークや色が統一されてお

り、児童が主体的に学ぶ手助けとなっている。デジタル教材との連携を意

識した教科書であることを前面に押し出している。特色とする内容として

、学年ごとに重点主題教材が３回設定されている。扉のページをつけ、内

容項目は異なるがテーマが同じ複数の教材を続けて学習することができよ

うになっている。生命の尊重についてはどの学年でも取り扱っている。

続いて、資料７ページ目。学研教育みらいの調査統括を読み上げます。

教材の他にも補助資料が豊富で、道徳的価値の理解を助けたり、実践力を

養ったりするための工夫が数多く載せらている。ただ、丁寧に取り上げて

いるがゆえにやや価値を押し付けているような印象を受ける教材も見受け

られる。文字中心の読み物教材だけでなく、挿絵を見て考えさせる教材を

用いたり、生活や経験を振り返る活動や体験的な活動を取り入れた資料を

取り入れたりすることで、物事を多面的・多角的に考え、深める学習活動

が行えるよう工夫されている。特色とする内容として、連続する２つの学

年ごとに、児童の発達的特質に応じた重点テーマを設け、全学年で複数教

材をまとめて配当し、目次には青印をつけ強調している。

続いて、資料８ページ目。廣済堂あかつきの調査統括を読み上げます。

どの学年も３５教材（１年のみ３４教材）あり、計画的に道徳の授業を進

めていくことができる。道徳ノートには、授業の記録、話し合い活動の記

録、体験活動の記録、学習の記録のページがある。加えて巻末では日付を

書くページもあるため、評価を適正に行うための記録を残すことができる

。ノートは、教材ごとではなく内容項目ごとに作成されており、不慣れな

教員にとっては扱いがやや複雑である。また、分量も多いため、教科書に

時間をかけると、ノートに取り組めないことも予想される。特色とする内

容として、ノートは、価値の一般化に特化して作成されている。教科書と

並行して指導していくことで、効果的に道徳的価値の獲得につなぐことが

できる。

○会 長 ありがとうございました。それでは委員の皆様、ご質問ありますか。

○委 員 ノートがある場合と、教科書に少し記録できる教科書とありますが、評価

をする教科になっていく場合、先生方はノートがあることと、ないことを

どのようにお考えかを聞かせてください。



○調査員代表 道徳のノートがあったほうがよいかどうかというご質問かと思いますが、

ノートがありますと、子どもの変容が分かりやすく評価につながる資料が

蓄積されやすいという点があります。ただ一方、教科書と一体型なので、

使用義務が生じる。授業者が工夫する余地が、若干狭められてしまうとい

う課題もあります。ノートがない場合は、ワークシートを用意しなければ

なりませんので、評価の蓄積が十分ではない場合が考えられます。一方、

ワークシートを作成することにより、指導の幅も広がり、子どもの実態に

反映しやすいシートになりますがどちらが良いかはわかりません。しかし

、光文書院のように、ノートつくりの方法をあらかじめ提示しているよう

な教科書もありました。ノートについては、子どもの様子とか、学校の実

態とか、状況によって変わってくるかと調査員では話がでました。

○委 員 デジタル教材は１社だけですか。

○調査員代表 各社とも用意されています。

○委 員 経験の少ない先生にとって、授業を取組みやすくするにはノートがあった

ほうがいいのではないかと思うのですが。

○調査員代表 教員は教材研究を常に行っています。教育計画の中で、この題材をどのよ

うに子どもたちに学習させていくかを考えながら、教科指導をしています

。道徳が教科として教科書を使用するのは初任もベテランも同です。また

道徳では学びあえる内容になっているので、どの教科書にも、たくさんの

問いが表記され、指導しやすくなっています。

○委 員 １時間の授業（４５分間）の中で、一つのセンテンスを行うのですか。

○調査員代表 各社とも１つの題材を１時間の授業で扱えるように作成されています。

○委 員 ということは、その内容を事前に予習という形で、物語や内容を読んでく

ること、しかし、国語とは違うので、話し合いたいことや、どのように思

ったかを考えさせることが、国語と大きく違ってくると思うのですがその

点はいかがですか。

○調査員代表 教材の使い方は授業者の裁量にありますが、教科書を使うということから

、予習や復習という形で扱われる場面もあるかと思います。ただ、この点

については、特に決まりはありません。

○委 員 いじめの問題を取り上げているが、量が異なるのだが、現場はどのように



捉えているのでしょうか。もう一つ、「電池が切れるまで」という題材を

扱っていたが、これは宗教感が強いと考えますが、それを学校ではどのよ

うに扱うのでしょうか。

○調査員代表 ２点目の質問の内容については、調査委員からは特に意見が出ませんでし

た。いじめについての内容ですが、各社とも取り扱ってはいますが、学校

の実態よってその題材の工夫ができるかと思います。

○委 員 各社とも読み物を取り扱っている際に、本の作者とか、題名、引用が示さ

れていないのですが、それは問題はないのですか。

○調査員代表 ８社のなかで、絵や物語の引用が記してある教科書もありましたが、道徳

の資料としては特に問題はないと思います。

○委 員 一年生にしては内容（ボリューム）が多く感じました。調査員の中で、高

学年と低学年との評価の差は生じなかったのですか。

○調査員代表 同じ会社内での低中高の評価の差は特にありません。学年に応じて、主人

公や中心となる事柄の心情をどのように捉え、自分はどのように感じるの

か、またそれを通して、議論をしながら自分達が日常でどう実践していく

のかを気付くようになっています。分量というより、読みやすさや、段落

ごとで内容がまとまっているかなどに違いを感じました。

○委 員 他の教科とのつながりはどのようになっていますか。

○調査員代表 教科書の中身についての調査でしたので、その点については調査員からは

意見が出ませんでした。

○委 員 教科書の形、重さについて。教科書によって３パターンありました。一番

重く感じるサイズや、軽く感じるサイズや、教科書の厚さも関係している

。サイズについてはどのようにお考えですか。

○調査員代表 教科書のサイズや重さについては、調査員でも話題になりました。

○会 長 ありがとうございました。以上で調査員の調査研究結果の報告を終わりま

す。ありがとうございました。ここで１０分間の休憩をとります。協議は

１４時３５分からお願いいたします。

なお、協議及び採択につきましては、非公開といたしますので、傍聴の皆

様は退席をお願いします。



＜ 休憩 １０分間 ＞

【 協 議 】

○会 長 協議に入る前に、進め方についてお諮りいたします。第五採択地区協議会

規約第十一条に従いまして、協議会の会議において協議し、委員全員の一

致によって決してまいりたいと思います。協議が調わない場合があるとき

は、委員は、それぞれ選定すべきと考える教科用図書に投票を行い、過半

数の投票を得た教科用図書を選定いたします。その場合において、過半数

の投票を得た教科用図書がないときは、最多数の投票を得た２種類の教科

用図書について投票を行い、多数を得た教科用図書を選定いたします。こ

の場合において、投票を行うべき２種類の教科用図書及び選定する教科用

図書を定めるに当たり得票数が同じときは、協議の経過を勘案し、会長が

これを決します。よろしいでしょうか。それでは、各委員の皆様から、

道徳の教科書の調査・研究を行っていただいたかと思いますが、

感想やご意見、ご自身が決められた教科書など、それぞれご発言

をお願いします。

○委 員 一番初めに、ノートがあることとはどうなんだろうと、４５分の

流れのなかで、ノートに書いてある評価によって子ども達がどう

変わってきたか、道徳のどのような視点が身に付いたかという点

では、ノートがあると評価しやすいと思ったのだが、ノートの内

容だけで捉えられたり、ノートがあることで、書くこと、まとめ

ることに集中することで、本来の考えることができないのではな

いかと思いました。このことから、深く考えたり、友達とのこと

について話し合うことができたり、自分の生活に引き寄せて考え

られる内容とか、教科書なので、様々なことを網羅していなけれ

ばならない点で、身の回りのことだけでなく、社会的な内容とか、

価値が多角的に捉えられているかということ視点に考え、光村図

書を第一に選びました。世界人権宣言を取り上げ、考える機会を

与えていました。さらに「学びの記録」がとりやすいと感じまし

た。また表紙も美しくきれいで、見た目も良いと思いました。続

いて、学研や東京書籍も深まる資料が多かった印象があります。

よって光村、学研、東書の順です。

○委 員 国語の教科書の違いや、考えさせる文章の内容かどうか、文章に

よってどうとらえるのかを深められる教科書を、選ぶ視点としま

した。その点から光文書院が、いじめの問題や命の問題、モラル

の問題を上手に捉えていました。光村図書も、国語の教科書を取

り扱っていることから、文章の表記はまとまっていました。よっ

て、光文書院が良いと思います。



○委 員 教科書としてのバランス感とすると光村がいいと思いました。た

だ、文章量が若干多いという印象があります。学研や東書は、文

章量がちょうどいいと思ったが、しかし、学研は教科書っぽくな

い点が見られました。よって、自分としては光村、若しくは東書、

次に学研と思います。

○委 員 教科書の大きさの問題をまず考えました。なるべくコンパクトで、

運びやすいものがいいかと考えました。また、先生方によって教

える流れが変わってしまわないような授業の進め方ができる教

科書がいいかと考え、学校図書がいいと思いました。

○委 員 結論から言うと、光村図書がいいと思いました。一つの課題が４

つに分けられていて、４つのコマで分けられていて、先生方も進

めやすいと考えました。時間配分がしやすいと考えました。また、

まとめの仕方も、光村さんの場合は丁寧に扱っていました。一つ

の質問に対して子ども達が良く考え、意見が述べられるようにな

っていました。ノート等はなかったのだが、子どもにあわせてま

とめられています。次に光文書院と東京書籍の順です。

○委 員 命の大切さや命のつながりをどのように扱っているのか、またい

じめの問題を取り上げている東京書籍とノートできちんとまとめ

らている教育出版がどうかと考えました。

○委 員 児童が広い視野で考えられる教材は何かを考えました。その中で、

気になったところを述べたいと思います。東京書籍は、読み物に

作者などが記載されていました。その記載から、子どもが興味を

示し広げて行くことができると思います。しかし、１年の教科書

の中に「思いきり家まで走った」という表現は安全上、問題があ

るのではないか、さらに、友達の良いところを学ぶでは台詞が関

西弁になっていたのでこどもが理解しにくいのではと感じたし、

先生が説明をしないといけないと思いました。２年の教材に、交

通などの世話をしてくれたおじいさんに対して「おじいさんあり

がとう。ご苦労さまでした。」という表現があり、「ご苦労さま」

という表現は目上の人や、お世話になった方へ使用するのは適し

ていない点から子ども達に使用するのはよいことではないと思い

ます。教育出版ではお休みをした人へ届けたことがうれしかった

ことを内容としていますが、休んだ人への届けを近くの人が届け

るのは普通で、特別なことと表現されていることがどうかと思い

ました。特に一年生で、遠くに住んでいる友達が休んだとき、届



け物をしたい、と思ってしまいます。お母さんにおなかの中にい

たときの話や生まれたときの話を聞いてみようという内容の題材

があるが、今、一人親が多くいる中、この内容はいかがなものか

と思います。学研の「金のおの 銀のおの」を取り上げ最後のま

とめを考えさせる内容になっていた。話が途中になっていた。考

えさせるといった内容であろうが、一年生なので最後まで話を完

結にしたほうがよいと思います。一方、情報モラルについて分か

りやすく取り上げていた点はよかったと思います。日本文教出版

について、一年生の教科書の文言に「あしたのよういをいれる」

という表現は誤りなので、教科書としてはいかがなものかと考え

ます。光文書院については情報モラルを扱っているのだが、スマ

ホの使用について取り扱っていることから、１年生ではやや早く、

家庭においては差があるので適していないと思います。また、ゲ

ームについての表記はゲームをしてみたいという興味を植えつけ

てしまうのではないかということを感じました。教科書の表紙の

件だが、日本文教出版は「生きるちから」を子ども達の表情を子

どもの写真を通して表現したものになっているのですが、その思

いは伝わるのですが、教科書の表紙に子どもの写真を使うのは如

何なものかと思います。教育出版はそれぞれの四季の応じた自然

や子どもの姿などが綺麗に表現されていました。学校図書は子ど

も達の歩む道でそれぞれに出会う、交流などが描かれていました。

裏表紙には車椅子が表現されていて、差別のない平等の社会を表

現されていて良いと思います。全体として、学校図書が良かった

です。内容は２冊構成となっていて、教科書の中に発問の記載が

ないので児童が先入観なく取組むことができます。また、別の冊

子を活用して多様な学びができると思います。記録を残せること

によって、自分の考えを表現し、見つめ直すことができます。ま

た、後からもふり返ることができると思います。長文で記入をす

るのではないので、書くことが苦手な児童にも取組みやすくなっ

ていて、先生の評価にも十分活用できるのではないかと思います。

さらに、話し合いの仕方や発表の仕方なども載せてありました。

主体的に学ぶためのヒントになる標記がされていました。Ａ４サ

イズで大きいのだがその分写真や挿絵が大きくて読みやすと感じ

ました。

○委 員 東京書籍と教育出版、光文書院と学研の４つが良かったと思いま

す。ノートがあると、教科書とノートを広げると、低学年に関し

ては机がいっぱいになり、少々なじめないかと思います。しかし、

どの教科書がよいとは決められないというのが正直なところで

す。



○委 員 ノートに視点を置き選びました。ノートがついている場合は、日

文か、あかつき。ノートの扱いは日文よりあかつきがいいと思い

ましたが、教科書は日文のほうがいいと思いました。しかし、ノ

ートの内容が先生が教えなくてもまとめられるようになっていた

ので、意味がないように思えました。もしノートなしでよければ、

学研、光村の順となります。

○委 員 別冊を見て決めたところもあります。ノートに関してですが、ノ

ートはいらないのではと、感じた。先ほど調査員の報告にもあっ

たように、先生方の作成したワークシートを使うことで、子ども

達の道徳が広がっていくのかという点も考慮した。絵や写真、フ

ォントなど、国語の教科書との違いも考え、これらの点も重視し

て、東京書籍が一番良く、その次に学研か光文書院という結果と

なりました。

○委 員 初めての試みということでノートはあったほうがいいのかと思

ったが、今まで培ってきた道徳の授業の流れなどを考えると、や

はりノートは必要ないかと思います。光村は先ほど、国語との区

別ということが出ていましたが、そこに意識はなく、道徳として

中身がとても充実していました。また、光村にはガイダンスとし

て「道徳はどういうものなのか」「どのように進めていくのか」

など、工夫がされていて、わかりやすい切り口で始まっていまし

た。また、現代的な課題が取り上げられていて、押しつけがまし

い内容ではなかったので、先生方もやりやすいのではと思いまし

た。

○委 員 一つにはなかなか絞れなかったが、学研が良かったと思います。

教科書自体が大きいので写真や絵が大きくなり、小さな学年にと

っては絵本を読む感覚なのではないかと思います。ただ、やはり

サイズが大きいということも欠点としてあげられます。一方、小

さいということであれば、広げやすく持ち運びしやすい点では光

村です。光村がよかったのは、いじめの問題については最初の時

期に持ってきて、担任として学級集団を形成するに当たり、いじ

めはしない。ということを道徳でも最初のところで取り上げてい

ることがよかったと思います。

○会 長 ご意見をありがとうございました。皆さんのご意見を伺いますと、全員一

致は難しいかと思いますので。規約の１１条２項にしたがって、投票とい

う形で選定するということでいかがでしょうか。



〇委 員 ＜全員同意＞

○会 長 それでは、皆様のご賛同をいただきましたので、投票で採択案を決定した

いと思います。尚、先ほどもご説明したとおり、第五採択地区協議会規約

第１１条にしたがって進めてまいりますが、投票の具体的な方法について

事務局より説明してください。

○事 務 局 投票用紙には、発行者名と番号を一覧表にしてまとめたものを用意しまし

た。これまでの皆様の調査・研究の結果や、本日の意見交換の内容を踏ま

え、発行者を１社、選んでいただき、その欄に「○」を付けていただける

ようになっております。なお、投票用紙は無記名となっております。投票

用紙を回収した後、事務局で集計をした後に結果を発表させていただきま

す。さらに、第五採択地区協議会規約第１１条に従いまして、過半数の投

票を得た教科用図書を採択案と決定させていただきます。過半数の投票を

得た教科書がないときは、多数の投票を得た２社の教科用図書について再

度投票を行って、多数を得た、教科用図書を選定いたします。しかし、こ

のとき、同数であった場合は、本協議会の経過を勘案して、会長に採択案

を決定していただくこととなります。

○会 長 それでは、今、事務局から説明があったとおり投票をしたいと思います。

事務局は投票用紙を配付してください。

＜ 投 票 ＞

○会 長 事務局は、投票結果を発表してください。

○事 務 局 それでは、投票結果をご報告申し上げます。

東書 ０

学図 ２

教出 １

光村 ４

日文 ０

光文 １

学研 ４

廣あかつき ０

したがいまして、最多得票の光村と学研につきまして再度、投票をお願い

します。

○会 長 それでは、今、投票用紙を配布していますが、光村と学研のどちらかを選

択してください。



＜ 投 票 ＞

○会 長 それでは事務局は、投票結果を発表してください。

○事 務 局 それでは、投票結果をご報告申し上げます。

光村が７

学研が５

という投票結果となりました。

○会 長 それでは、第五採択地区の結果といたしましては、光村図書の「道徳 き

みがいちばんひかるとき」ということで結果を確認させていただきます。

では平成３０年度使用教科書図書特別の教科道徳につきましては、光村図

書出版です。事務局は手続きをお願いします。

それでは、平成３０年度使用教科書図書【案】 光村図書出版 発行者番

号３８ ということで、今、捺印しました。

選定の理由について、事務局の方から追って各市教育委員会へ送付するの

でしょうか。

○事 務 局 はい。後日お送りします。

○会 長 御協力、ありがとうございました。委員の皆様には、さまざまな御意見も

あろうかと思いますが、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１３条５項に、「当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議の

結果を基に種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」と

なっております。委員の皆様の様々な御意見をもとにして行われた本日の

協議の結果に基づき、各市教育委員会での採択をよろしくお願いいたしま

す。以上をもちまして、議長の任を解かせていただきます。御協力に感謝

申し上げます。

５ あいさつ

○司 会 それでは、埼玉県第五採択地区教科用図書採択協議会 副会長から、あい

さつを申し上げます。

○副 会 長 お忙しい中をありがとうございました。皆様のご意見を伺って、子ども達

の為に教科書の内容を吟味し、調査してくださったことに深くお礼を申し

上げます。また、会長には長時間にわたり、難しい議事を進行をしていた

だきましてありがとうございました。ご承知のように、道徳というのは中



国の儒教のアンチテーゼとして登場し、儒教というのは社会の中で、どう

やって自己実現していくか、礼儀作法や人との話し方どうやって自分を主

張するかなど様々な主張が込められていますけれど、それに対してあるの

が道教で、人は生き方だとか、心だとかそういうところに重点を置かなけ

ればいけないのだということから、子ども達に道徳という形で、心のあり

ようを教える科目が出来上がったのではないかと思います。何よりも、子

ども達の為にということで、皆様方にはご苦労をいただきましたけれども

、来年再来年と教科書の選定が続いてまいりますけれど、お忙しい中でお

時間をいただくことになりますが、お力をいただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

○司 会 ありがとうございました。では事務局より連絡を申し上げます。

○事 務 局 それぞれの市教育委員会で議決いただきました時点で、事務局に報告して

いただきますよう、お願い申し上げます。また、２市のすべてが第五採択

地区の案を議決し、教科書が採択されましたら、事務局からご連絡を申し

上げます。

需要数の記入のために、学校へ教科書名をお知らせする期日につきまして

は、採択が決定した日以降になります。よろしくお願いいたします。

６ 閉会のことば

○司 会 以上をもちまして、第２回第五採択地区協議会を閉会いたします。ありが

とうございました。


