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第１回 函館市中学校用教科用図書選定委員会会議録 概要 

 

日 時 平成３０年５月３１日（木） １６：３０～１７：００ 

場 所 南北海道教育センター大会議室 

出席者 ＜委員＞ 

 松岡委員，川村委員，中田委員，髙野委員，坂本委員， 

磯波委員，小川委員，干山委員，佐藤委員，宮岡委員， 

髙橋委員，名古屋委員，髙谷委員，神田委員，水野委員 

 

＜事務局＞ 

 辻教育長，沢田学校教育部長，池田生涯学習部次長 

寺本教育指導課長，小笠原学校教育課長，阿部指導主事， 

辰巳指導主事，中山指導主事，佐藤主査，菊池主事 

 

傍聴者 なし（非公開） 

 

１ 開会 

２ 教育委員会あいさつ（教育長） 

３ 委員および事務局紹介 

４ 議事 

（１）委員長，副委員長の選出 

委員長に松岡委員，副委員長に川村委員を選出 

 

（２）諮問事項について 

＜「平成３１年度使用中学校用教科用図書「特別の教科 道徳」の選

定について」を諮問＞ 

＜「平成３１年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条の規定

による教科用図書（一般図書）の選定について」を諮問＞ 

 

（３）選定委員会の日程について 

  （委員長） 

議事第３号選定委員会の日程について，事務局から説明願います。 

 

（事務局） 

 選定委員会の日程について説明する。 

７月１１日（水），７月１２日（木）２日間，両日とも午前９時から

調査・研究，答申原稿作成を行っていただく。 

１２日午後３時から選定委員会委員長へ報告していただく。 

選定委員会で作成した答申内容については，７月下旬の教育委員会定

例会において，委員長から教育委員会へ報告していただく予定である。 
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   （委員長） 

    ただいまの説明内容について質問はないか。 

    

＜なし＞ 

 

（４）留意事項について 

  （委員長） 

   では，次に議事の第４号 留意事項について事務局から説明願います。 

 

  （事務局） 

   留意事項について説明する。 

   ・選定委員会では，以下の教科用図書について，学習指導要領の目標 

や内容，函館の実情や生徒の実態などを踏まえて調査研究を行って 

ください。 

(1) 「特別の教科 道徳」 

発行者から送付されたすべての教科書見本 

     (2) 一般図書 

       文部科学省作成「平成３１年度使用一般図書一覧」中の「「平成 

３１年度使用一般図書一覧」に新たに掲載する発行者・図書一 

覧」に掲載された図書 

    ・調査・研究の結果について，「取扱内容（学習指導要領の総則，各学 

年の目標及び内容等）」，「内容の程度・排列・分量等」，「使用上の配 

慮等」の事項を中心に資料を作成し，答申してください。 

    ・調査研究にあたっては，「教科書編修趣意書」および「教科用図書採 

択参考資料」を参考にしてください。 

    ・７月下旬の教育委員会定例会において，教科書採択が行われる予定 

となっており，採択終了後にホームページにおいて，選定委員会名 

簿を公表したいと考えているのでご理解願いたい。 

     

   （委員長） 

    ただいまの説明内容について質問はないか。 

    

＜なし＞ 

 

（５）その他連絡事項について 

＜事務局から事務連絡＞ 

 

   （委員長） 

    以上で函館市中学校用教科用図書選定委員会の議事を終了する。 

 

５ 閉会 
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第２回 函館市中学校用教科用図書選定委員会会議録 概要 

 

日 時 平成３０年７月１１日（水） １６：３０～１７：００ 

場 所 南北海道教育センター中会議室 

出席者 ＜委員＞ 

 松岡委員，川村委員，中田委員，髙野委員，坂本委員， 

磯波委員，小川委員，干山委員，佐藤委員，宮岡委員， 

髙橋委員，名古屋委員，髙谷委員，神田委員，水野委員 

 

＜事務局＞ 

寺本教育指導課長，阿部指導主事，辰巳指導主事， 

中山指導主事，佐藤主査，菊池主事 

 

傍聴者 なし（非公開） 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１）調査状況報告 

（委員長） 

 それでは，調査・研究作業の進捗状況について，小委員長から簡単 

に報告をしてください。 

 報告順は，道徳，一般図書の順とします。よろしくお願いします。 

   

    （「特別の教科 道徳」 小委員長） 

     発行者から送付されたすべての見本本について教科書の特徴に基づ

き函館市の実態等も踏まえ，北海道教育委員会の採択参考資料に示さ

れている調査項目毎に，公正・公平な視点で調査研究を行い，協議，

確認をしてまとめているところです。 

 

    （委員長） 

     それでは，一般図書の小委員長，お願いします。 

 

（一般図書 小委員長） 

     文部科学省作成「平成３１年度使用一般図書一覧」に新たに追加さ 

れた１５冊の図書について，実際の図書を用い，それぞれの特色など 

を調査・研究し，資料の作成を進めているところです。 

 

    （委員長） 

     ありがとうございました。 

     明日も引き続き調査研究や資料の作成について，よろしくお願いし

ます。 
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     明日の日程について，再度，事務局お願いします。 

 

    （事務局） 

     明日の委員長への報告は午後３時からを予定しております。 

 

（２）事務連絡 

＜事務局から事務連絡＞ 

  

５ 閉会 
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第３回 函館市中学校用教科用図書選定委員会会議録 概要 

 

日 時 平成３０年７月１２日（木） １５：００～１６：００ 

場 所 南北海道教育センター中会議室 

出席者 ＜委員＞ 

 松岡委員，川村委員，中田委員，髙野委員，坂本委員， 

磯波委員，小川委員，干山委員，佐藤委員，宮岡委員， 

髙橋委員，名古屋委員，髙谷委員，神田委員，水野委員 

 

＜事務局＞ 

沢田学校教育部長，寺本教育指導課長， 

小笠原学校教育課長，阿部指導主事， 

辰巳指導主事，中山指導主事，佐藤主査，菊池主事 

 

傍聴者 なし（非公開） 

 

１ 開会 

２ 議事 

（１）調査結果報告 

（委員長） 

 それでは，調査・研究の結果について報告してください。 

 順にお願いします。 

   

    （「特別の教科 道徳」 小委員長） 

     各社の特色について説明いたします。 

○ 東京書籍は 

       ・体験的な学習活動について，各学年に「ＡＣＴＩＯＮ！」と 

        して配置し，本文中の登場人物になりきる役割演技や本文の 

事例を実際に体験することで，自分事として考えられるよう 

に工夫されていること。 

       ・いじめの問題に関する教材について，複数の教材をユニット 

        形式で取り上げ，多面的・多角的に学習を進められるように 

工夫されていること。 

       ・三浦雄一郎氏や道南中学校など，北海道に関わる教材が掲載 

        されていること。 

・生徒の思考を表現する「つぶやき」欄や，学期毎に学びを振り 

返るシート，心の変化を可視化する「心情円」などを取入れ， 

生徒の思考を深める工夫がされていること 

       などが特色です。 

 

○ 学校図書は 
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       ・ルビの挿入や，大きな文字フォントの使用など，個別に配慮 

        した工夫がされていること。また，漫画教材など多彩な教材 

により，思考を促すような工夫がされていること。 

       ・「学びの記録」「心の扉」などを配置し，自分の考えをまとめ 

        たり，記録したり，振り返ったりする機会が設けられている 

こと。 

       ・家族とのつながりを大切にし，本文にある中心発問とその後 

        のコラムをリンクさせより深い学びを促していること。 

       ・学級づくりに関わって，人間関係の素地を築くための具体的

な方法が提案されていること。 

   などが特色です。 

 

○ 教育出版は 

       ・子どもたちの心に迫る教材が精査されており，内容項目がバ 

        ランスよく配置されていること。それぞれの教材の最後に記 

載されている発問「学びの道しるべ」や，道徳的価値を問う 

発問についても，しっかりと精査されており，子どもが，ね 

らいとする価値について深められるようになっていること。 

       ・導入には，本時の見通しをもたせる投げかけが記載されてい 

        ることや，道徳的価値に迫る三本の発問が，授業を展開する 

「学びの道しるべ」に記載されているなど充実していること。 

       ・カムイモシリやアイヌモシリなどアイヌに関わる資料や北海 

        道に関する人物の言葉など，北海道についての記述が多く取 

り上げられていること。 

       ・家庭や地域と連携して活用を促す教材について，働くことを 

        テーマに設定し，子どもたちに意識付けを行うとともに，自 

らの考えを深めさせるような工夫がされていること 

などが特色です。 

 

○ 光村出版は 

       ・各学年の一番初めに，未来への希望を抱かせる文章を配置す 

        るとともに，道徳の時間のあり方や，教科書の構成について 

説明を行うことで，子どもたちの道徳科に対する，不安を取 

り除く工夫がなされていること。 

       ・いじめの問題に関する教材として，漫画やコラムを取り入れ， 

        生徒が関心を高められるよう工夫がされていること。 

・社会の持続可能な発展などの現代的な課題に関する教材では， 

多面的・多角的な考えを促す様々な資料を掲載し，多様な課 

題に対応するように工夫されていること。 

・教材の最後には，「学びのテーマ」，「考える視点」，「見方を変 

 えて」，「つなげよう」を設け，子どもが主体的に学べるよう 
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工夫されていること。 

などが特色です。 

     

○ 日本文教出版は 

       ・ＬＧＢＴなど他で扱われていない教材や，情報モラルなど生 

        徒の身近で起こりやすい話題や生徒が自分事として捉えやす 

い話題など，実生活と結び付くような教材が配置されている 

こと。また，別冊のワークシートも道徳的価値について深く 

考えられるように工夫されていること。 

       ・いじめの問題に関する教材では，複数教材によるユニット形 

        式を用い，深く考えられるような工夫がされていること。 

・問題解決的な学習への取組み方について，写真を掲載するな 

 ど具体的に示させていること。また，「自分に＋１」では，「自 

 分はどうするか」ということを問いかけ，道徳的価値につい 

て迫る工夫がされていること。 

       ・教材の最後に記載されている中心発問「考えてみよう」は， 

        子どもたちがねらいとする価値について深められるよう，吟 

味されている。また「学習の進め方」では，ロールプレイン 

グなど体験的に学ぶ機会が設定されていること。 

などが特色です。 

 

○ 学研は 

・教科書のサイズがＡ４版であり，写真やイラストが多数にわ 

たり大きく掲載されるなど，視覚的効果が強調されているこ 

と。 

・「マイプロフィール」を冒頭に配置し，教科書使用時に自分を 

 見つめる機会を与えるとともに，一年間の振り返りの際に，自 

 己の成長について見つめ直させる手立てにつながっているこ 

と。 

・子どもに人気のあるスポーツの選手に関する教材を多く掲載 

し，生徒の関心や興味を高める工夫がされていること。  

・「クローズアッププラス」では，アンガーマネジメントやメン 

 タルトレーニングなど，体験的な学習を通じて，適切な行為 

の主体的な選択について考えるとともに，自己理解や他者理 

解を育むことにつなげていること。 

などが特色です。 

 

○ 廣済堂あかつきは 

       ・「学習の手がかり」，「考えを広げる・深める」と一単位時間内 

        の学びがしっかりと構成されており，見通しを持って授業に 

取組めるような工夫がされていること。 
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       ・教材の最後に，内容項目と関連した文章が記載されており， 

        学んだこと・感じたことが日常生活に結び付いていくような 

工夫がされていること。 

       ・別冊ノートを活用することによって，道徳的価値についてよ 

        り深く考え，自分事として捉えられるように工夫されている 

こと。 

・震災に関わる教材を取扱い，子どもたちが自己の生き方につ 

 いて考える機会につなげていること。 

などが特色です。 

 

○ 日本教科書は 

・各学年に「道徳とは何か」を提示し，道徳の時間のあり方に 

 ついて考えさせるとともに，関心を持ってオリエンテーショ 

ンに取り組めるように工夫されていること。また，教科書の 

使い方について記載し，子どもたちが不安なく道徳科に取り 

組められるように配慮されていること。 

       ・巻末に１年間の振り返りシートを設け，自己評価が行えるよ 

        うに工夫されていること。 

       ・ＡからＤの４つの内容項目で教材排列を構成し，各学校の実 

        態に応じた教育課程が編成できるように工夫されていること。 

・書き下ろしのオリジナル教材を豊富に掲載し，子どもたちが 

 興味・関心を持って道徳的価値を深められるように工夫され 

ていること。 

などが特色です。 

 

    （委員長） 

ありがとうございました。次に，一般図書の小委員長，報告をお願 

いします。 

 

（一般図書 小委員長） 

各図書の特色について説明いたします。 

○ あいうえおべんとう（くもん出版） 

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，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。 

 繰り返し活用することで平仮名に興味を持たせ，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。また，身近なメ 

ニューから毎日の会話の中で使う言葉の語彙が増えるように配 

慮されています。 
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○ 世界の絵本（新）にじいろのさかな（講談社） 

  身近な海の生き物である「さかな」がアドバイスを受け入れ 

 て自分の宝物をプレゼントすることで仲間を増やし，幸せにな 

 る様子が分かるように構成されています。 

 魚のうろこがキラキラと光り，触感も異なるように印刷され 

ていますので，見たり触ったりすることで関心が高められるよ 

うに工夫されています。また，深海の様子が豊かな色彩で描か 

れ，文字が読めなくても本に親しむことができます。 

 

○ 講談社の年齢で選ぶ知育本 ４・５・６さいのきもちをつた 

 えることばのえほん（講談社） 

   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。 

  家庭だけでなく学校生活の物語もあり，生活体験を豊かにし， 

人とのつながりを広げることに役立ちます。子どもにとって身 

       近な話題を取上げており，興味を持って学習できるよう工夫さ 

れています。 

 

○ どうぞのいす（ひさかたチャイルド） 

   「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の木の実や食べ物により，関 

  心が高まるように工夫されています。文章はすべて平仮名表記 

で読みやすいように配慮されています。 

 

○ 音のでる知育絵本１５ こえでおぼえるごあいさつえほん 

（ポプラ社） 

日常生活で使用されている挨拶が文字と音声で学習できるよ 

       うに構成されています。 

   子どもに親しみやすい動物が飛び出す絵本となるように工夫 

  されています。イラストもどのような挨拶の場面なのか分かり 

やすくなっています。指定されたボタンを押すと音が出てくる 

ことで，目と耳を使って挨拶の言葉が確認できるように配慮さ 

れています。 
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   元気な声とポップアップのしかけで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。 

 

      ○ 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 

（合同出版） 

 「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積み重ねる 

 ことで「こんなときはどうする」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に工夫されています。文章はす 

べて平仮名表記で読みやすいように配慮されています。 

 

      ○ ピーマン村の絵本たち おおきくなるっていうことは（童心 

社） 

        「おおきくなるっていうことは」に続く言葉と馴染みやすい 

       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，顔の表情も豊かに描かれ 

 ていること，扱われている内容が日常生活に関連する身近なこ 

とばかりであることなど，興味・関心が高まるよう工夫されて 

います。 

 

      ○ 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 

（学研） 

  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を見開き１ページに収め，必要な情報がひと目で 

わかるよう工夫されています。 

 

      ○ 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（草思社） 

  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 
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す。 

  ルールは見開き２ページでまとめられており，文章説明を基 

 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。日常よく経験する場面を取上げ，自立活 

動等でコミュニケーションの学習にも活用できます。 

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。 

 

      ○ 中級編ジャンプアップ とけい・おかね・カレンダー（こば 

と） 

        「時計」，「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 

 ため見通しが持ちやすく，満足感や達成感を得られやすくなっ 

 ております。また，「お金シール」を用いることで，子どもの興 

味関心を引きつけられるよう配慮されています。 

  さらに，文字，数字，回答欄が大きく，読み書きに困難があ 

 る子どもも取組みやすいよう工夫されています。 

 

      ○ 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（学研プラス） 

  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，自分の感性で木製スタンプを使用することで，子どもの想 

像の幅を広げられるよう配慮されています。また，巻頭に使い 

方の説明があり，子どもの実態に応じて，絵を描いたり，お話 

ししたりする活動にも結び付けることができるよう工夫されて 

います。 

 

      ○ いろいろいろのほん（ポプラ社） 

        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。 

  描かれている絵が，指紋の描写など細部まで詳細に表現され 

 ているので，読み手が実際に行ったかのように感じられ，興味・ 

関心が高められます。 

        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。 

 

      ○ 子どもとマスターする４５の操体法 改訂新版イラスト版 
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       からだのつかい方ととのえ方（合同出版） 

        「操体の基本」や「自分の体の動きを確かめる」など，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，子どもに分かりやすいイラストを入れ簡潔に構成さ 

れています。 

        親子で一緒に取組む体の動きもあり，家庭で普段の生活を見 

       つめ直し，健康で毎日元気に生活できるように配慮されていま 

す。 

      ○ くらしに役立つ保健体育（東洋館） 

        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。現代社会で問 

       題になっています「ストレス」に対する対処法を記載するなど， 

       心のケアにも対応しています。 

        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。 

 

     ○ 職業・家庭たのしい職業科 わたしたちの夢につながる（開 

隆堂出版） 

       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。 

章の始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。現場実習に行くた 

めの準備など，丁寧に説明され，働くことの大切さを学ぶこと 

ができるようになっております。 

 

    （委員長） 

     ありがとうございました。２日間にわたる調査・研究大変お疲れ 

様でした。 

     小委員会でまとめていただいた調査・研究内容につきましては， 

    私と副委員長の方で教育委員会へ答申してまいります。 

     以上で本日の選定員会を終了します。 

 

５ 閉会 


