
平 成 29 年 7 月 27 日

午 後 ３ 時 ３ ０ 分 開 会

於；中層棟4階全員協議会室

第1 報告第26号

第2 報告第27号

第3 議案第42号

第4 議案第43号

第5 議案第44号

第6 議案第45号

第7 議案第46号

第8 議案第47号

第9 議案第48号

第10 議案第49号

第11 議案第50号

議　　事　　日　　程

吹田市立博物館協議会委員の解嘱について

吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科　道徳）
の学校教育法附則第９条に規定される教科用図書の採択について

吹田市立図書館協議会委員の委嘱について

吹田市立博物館協議会委員の委嘱について

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科　道徳を
除く）の学校教育法附則第９条に規定される教科用図書の採択につ
いて

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科　道徳）
の採択について

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科　道徳を
除く）の採択について

吹田市平成３０年度使用教科用図書中学校用（学校教育法附則第９
条に規定される教科用図書）の採択について

吹田市立図書館協議会委員の解嘱について

吹田市平成３０年度使用教科用図書（中学校用）の採択について



報告第２６号 

 

吹田市立図書館協議会委員の解嘱について 

 

 標記のことについて、｢吹田市教育委員会の権限に属する事務の教育長に対す

る委任等に関する規則｣(昭和４９年吹田市教育委員会規則第６号)第４条第２項

の規定により専決処分したので報告します。 

 

平成２９年７月２７日 

 

吹田市教育委員会 

                       教育長 梶谷 尚義 

 

記 

 

１ 専決年月日    平成２９年６月３０日 

 

２ 被 解 嘱 者    神野 哲 

                      

３ 解嘱年月日    平成２９年６月３０日 

 



報告第２７号 

 

 

吹田市立博物館協議会委員の解嘱について 

 

 

標記のことについて、「吹田市教育委員会の権限に属する事務の教育長に対す

る委任等に関する規則」（昭和４９年吹田市教育委員会規則第６号）第４条 

第２項の規定により専決処分としたので報告します。 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

吹田市教育委員会 

                       教育長 梶谷 尚義 

 

 

記 

 

１ 専決年月日  平成２９年６月３０日 

 

 

２ 被 解 嘱 者  大元 康江 

 

 

３ 解嘱年月日  平成２９年６月３０日 

 

 



議 案 第 ４ ２ 号 

 

 

吹田市教育委員会事務局職員の人事発令について  

 

 

 標記のことについて、別紙のとおり発令します。  

 

 

平成２９年７月２７日提出  

 

 

吹田市教育委員会  

委員長   谷口 学  

 



平成２９年７月３１日付け

新 氏名 旧

市長事務部局出向（依願退職） 松元　理恵 吹田市立吹田第一小学校主任給食調理員

人事発令（退職）



議案第４３号 

 

吹田市立図書館協議会委員の委嘱について 

 

 標記のことについて、次のとおり委嘱します。 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 

 

記 

 

１ 被委嘱者     別紙のとおり 

 

２ 任  期     平成２９年 ７月２８日から 

           平成２９年１１月３０日まで 

 



吹田市立図書館協議会委員被委嘱者名簿 

氏  名 選 出 区 分 職  業 社会教育歴等 任        期 在任期間 

久保 存 家庭教育関係者 会社員 現）吹田市ＰＴＡ協議会副会長 
平成２９年 ７月２８日から 

平成２９年１１月３０日まで 

   

 

 

 

 

 

 



議案第４４号 

 

 

吹田市立博物館協議会委員の委嘱について 

 

 

標記のことについて、次により委嘱します。 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 

 

記 

 

１ 被委嘱者  別紙のとおり 

 

２ 任  期  別紙のとおり 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏名 選出区分 職業 社会教育歴等 任期 在任期間

玉置　英歳 社会教育関係者 会社員 現）吹田市ＰＴＡ協議会副会長
　平成２９年　７月２７日から
　平成２９年１０月３１日まで

吹田市立博物館協議会委員被委嘱者名簿



議案第４５号 

 

 

 

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科 道徳） 

の採択について 

 

 

 

吹田市義務教育諸学校教科用図書選定委員会の答申に基づき、採択する。 

 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

                       

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

平成２９年７月７日     

（２０１７年） 

吹田市教育委員会 様 

吹田市義務教育諸学校   

教科用図書選定委員会 

 

 

 

 

平成３０年度使用教科用図書（小学校用）の選定について（答申） 

 

 

 

平成２９年５月１２日付けで諮問のありました標記のことについて、慎重に審議の結果、下記のとお

り答申いたします。 

なお、選定にあたっては、以下の２点に留意しましたので申し添えます。 

 

１ 公正な選定に努めること。 

２ 人権尊重の趣意を基本的にふまえること。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 平成３０年度使用教科用図書（小学校用）については、別表１の全発行者の中から採択するのが望

ましいと考えます。 

 

２ 平成３０年度に使用する学校教育法附則第９条に規定される教科用図書については、別表２のとお

り「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３条の対象として採択することが望

ましいと考えます。 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

 

 

平成３０年度使用教科用図書（小学校用） 

 

 

 

１－１    種目 特別の教科 道徳 

 

 



別表１－１ 平成３０年度使用教科用図書（小学校用）の選定具申 

 

種目（道徳） 

発行者番号 

発 行 者 名 
選  定  委  員  会  意  見 

２ 

東京書籍 

〇「出会う・ふれ合う」「つながる・広がる」「問題を見つけて考える」という学習

の手引きのページが各学年に掲載されており、体験的な学習、対話的な学習、

問題解決的な学習を実現することができる。 

〇３年生以上は巻末の付録において内容項目Ｃ１７[我が国の伝統と文化の尊重、

国を愛する態度]に関する資料が掲載されており、他教科と関連させながら学ぶ

ことができるようになっている。 

〇とびらページ、間接的教材、直接的教材が連なって用意され、複数時間にわたり、

いじめのことを深くじっくり考えることができるよう、「いじめのない世界へ」

というユニットを全学年に掲載している。 

 

１１ 

学校図書 

○「読みもの」「活動」の２分冊で構成されている。「読みもの」では教材文のみを

配し、従来は本文の後に配されていた「発問」をもう 1つの教科書「活動」に分

離して掲載。発問にとらわれない子どもの主体的な学びを促し、自由な授業の展

開が可能となっている。 

○「活動」では内容項目ごとに紙面を構成し、教材ごとの発問「考えよう」「見つ

めよう」とともに、体験的・問題解決的な学習にも対応している。 

○教材の展開に即して、「道徳的課題を見出す場面」「葛藤を経て、自ら選択したり

判断したりする場面」「自分の考えを表出する場面」が設定されている。さらに

「やってみよう」「はなしあおう」「かいてみよう」など具体的な発問が設定され

ることで「考え、議論する道徳」となるよう工夫されている。 

○家庭、地域、他教科の連携も視野に入れた「特設ページ」を配置している。 

 

１７ 

教育出版 

○教材ごとに「学びの手引き」が配置されており、授業の流れにそって学習を整理

することができるよう配慮されている。手引きの中には「教材の理解を深める発

問」「問題解決的な発問」「アクティブラーニング」にそれぞれ対応した発問が用

意されており、児童の実態に合わせた授業展開を行うことができるよう工夫され

ている。 

○「ジャンプ」という課題解決に向けたロールプレイや考察などを通じて道徳的価

値の理解を深めるページが設定されている。 

○「モラルスキルトレーニング」が全学年にわたって随所に配置され多様なスキル

の育成が実現できる。 

 

３８ 

光村図書 

 

 

○導入で児童に問いかけ、「考えよう」でめあてを示し、問いにそって考えを深め、

「つなげよう」で他教科の学習内容と関連付け、日々の生活へと学びがつながる

計画的・発展的な学習ができる。 

○全学年を通して、様々な内容項目から「いじめ問題」に結びつく教材とコラムと

を組み合わせた「ユニット」が設定されており、「いじめ」をしない、させない、

見過ごさない力が系統的に育成されるよう工夫されている。 

○児童が自己評価の記録を残す「学びの記録」が学年４カ所(第１学年のみ３カ所)

に位置づけられている。 

 



１１６ 

日本文教出版 

 

○別冊で道徳ノートが用意されている。学習状況を継続的に把握し、児童の心の変

容をとらえることができ、評価に役立つ。児童にとっては、自分の成長の記録と

なる。全時間、友達の考えを書き込む欄があり、自分の視点を離れて多面的・多

角的な考え方に気づくことができる。保護者記入欄があり、家庭と学校間の連携

を図ることができる。 

○「導入の発問」「考えてみよう」「見つめよう生かそう」という発問の流れが児童

の考えを引き出し、豊かな学習活動を引き出している。 

〇学習の手引きにより、体験的学習や問題解決的な学習を児童主体で行うことで、

いきいきとした対話的で深い学びが実現できる。 

２０８ 

光文書院 

○各学年の重点主題は複数時間で扱い、続けて学習することで、道徳的価値の理解

を深め、道徳的な判断力・心情、実践意欲と態度を引き出す工夫がされている。 

○Ａ４判の大きさで生まれたスペースを利用し、脚注部にキャラクターの吹き出し

を掲載することで、多面的・多角的な考え方を促すよう工夫されている。 

○授業の記録を書いてまとめられるよう、巻末に、「学びの足あと」として織り込

みのページが設けられ、自らを振り返って成長を実感したり、道徳的諸価値理解

を深めたり、整理したりできるよう工夫されている。 

２２４ 

学研教育 

みらい 

○教材の主題を本文と出会う前に記載しないことで、児童の課題意識を大切にした

つくりとなっている。また問題解決的な学習の道筋を「深めよう」「つなげよう」

「やってみよう」「ひろげよう」の４種類の学び方のページに提示し、道徳的価

値について、他者の意見をもとに、多面的・多角的に考える工夫、考え、議論す

る道徳を実現させている。 

○系統・配列に関して、２学年ごとに「重点テーマ」が付されており、関連する教

材が連続して組織・配列されている。また、他教科の学習などの様々な教育活動

との連携、家庭や地域との連携が図れるように４つの視点がバランスよく配列さ

れている。 

〇命の尊さに関する教材が、直接的アプローチと間接的アプローチを用いて、各学

年３点ずつ計６点掲載されている。連続した３教材で命の大切さを学習し、加え

て、いじめ防止につながる教材が散りばめられている。１年を通して繰り返し命

について考えることができるよう工夫されている。 

○教材末尾にある「かんがえよう」や「深めよう」のページで、学習を振り返って

感じたことをまとめたりするなど、自分自身について深く考える機会を持つよう

に工夫されている。 

２３２ 

廣済堂あかつき 

○本冊と別冊との２冊で構成されている。本冊では、掲載教材を使って人間のよさ

や問題点について感じたり考えたりすることができる。別冊では、自分自身の学

習や自己の生き方について振り返り、心の成長を感じたり、課題や目標を見つけ

たりすることができる。この２冊を併用することで、主体的に判断することが出

来る自立した人間への成長を支える手立てとしている。 

〇考え議論する道徳への質的転換を図るため、教材ごとに「考えよう話し合おう」

の問いや、別冊「道徳ノート」に設けた書き込み欄などの活用により、２冊を併

用して、答えがひとつではない道徳的課題に向き合えるよう工夫されている。 

〇教材や内容項目と関連して、児童がさらに学習を広げることができる内容が「も

っと考えよう」「知っておこう」「活動しよう」「本のしょうかい」「人物のしょう

かい」「このひとこと」など、さまざまな切り口から掲載されている。 

 



別表２ 

 

 

学校教育法附則第９条に規定される教科用図書の採択について 

 

 学校教育法附則第９条に規定される教科用図書とは、支援学校または小中学校の支援学級で特別

の教育課程を実施し、所定の学年の「検定教科書」を使用することが適切でない場合、学校教育法

附則第９条にもとづき採択することができる教科用図書のことです。 

 吹田市におきましては、従来より、障がいのある児童生徒の社会参加や自立を実現させる観点に

立ち、可能な限りすべての児童生徒が、共に学び、共に育つよう配慮しており、支援学級に在籍す

る児童生徒と通常学級に在籍する児童生徒とのさまざまな交流を大切にしてきました。 

 したがいまして、支援学級に在籍する児童生徒につきましても、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３条の対象として、通常学級の児童生徒と同じ「検定教科書」を採択し、

学校教育法附則第９条に規定される教科用図書ついては、採択しないことが望ましいと考えます。 

 しかしながら、これまで、弱視児童生徒のために、検定教科書の文字や図形を拡大等して複製し、

一般図書として発行する場合、弱視児童生徒に無償給付する措置がとられてきました。 

 したがいまして、対象児童生徒の教育条件の改善に資するため、「拡大教科書」を学校教育法附

則第９条にもとづき採択することが望ましいと考えます。 

 なお、各種目の「拡大教科書」につきましては、平成３０年度使用教科用図書として採択された

発行者の教科用図書を拡大したものとします。 

 

 

＜参考＞ 

※「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３条（教科用図書の無償給付） 

国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で

第１３条（教科用図書の採択）、第１４条（同一教科用図書を採択する期間）及び第１６条（指

定都市に関する特例）の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で

給付するものとする。 

 

※「学校教育法」附則第９条 

 （略）特別支援学校並びに特別支援学級においては、文部科学大臣の定めるところにより、第３

４条第１項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。 

 

※「学校教育法」 

 第３４条（教科用図書その他の教材の使用） 

  小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教

科用図書を使用しなければならない。 



【教科書センター】男女共同参画Ｃ内 意見書　　３１通 閲覧者名簿記載者数　　１４名

日 記名の有無

1 6月23日 無

2 なし 無

3 6月27日 無

4 6月27日 無

5 なし 無

6 なし 無

7 なし 無

8 6月29日 有

9 6月30日 無

10 なし 無

11 なし 無

12 なし 無

13 なし 無

14 なし 有

・光村図書を推せんします。子どもが自由に考えられるよう工夫されている。６年人権に関してマザー・テレサや世界人権宣言等の扱い
も含め教材の配列・内容が発達にあっている。
・以下は道徳の教科書としては疑問がある。
・学研みらい３年「二宮金次郎のわらじつくり」は現代の子どもの生活にそぐわない。修身的なものを感じる。
・日本文教出版６年「税金ってだれのため？」は考えさせるテーマとしてはむずかしいと義務が強調されている。
・学校図書活動ノート　全般に生活の中で指導すればよいことまで扱っている。ex.４年「職員室の入り方」「保護者の方へ」は家庭にまで
義務等の理解まで求めているものもある。ex６年。
・教育出版　例「みにつけようれいぎマナー」２年　１年、生活の中で考えればよいことだとかんがえます。「同」国旗国歌に対しての態度
を強く求めている。そこまで教える必要はない。
・光文書院　６年「これが日本」日本の良さを８つのことがらにしぼって強調　よいところを押し付けている感じがする。　５年「日本の心と
かたち」茶道は身近でないし、礼のしかたも含め日本の心として主張するには無理がある。
・廣済堂あかつき　道徳ノートのチェック欄　こころに残っている授業のきろく　先生や家の人にみてもらったしるしなどまで求める必要は
ない。

道徳の教科書を閲覧しました。地元の吹田くわいがとりあげられていた教科書があったので、嬉しく思いました。地元の野菜が普及され
れば良いですね。いじめを役割分担（ロールプレーイング）する教科書がありましたが、あまり良くないのではないでしょうか。

「道徳」の教科用図書について　教育における道徳はとくに「心」行動についておしつけはないか、人権や平和について考え行動するこ
とにふさわしいものかどうか、とりあつかっている内容が特定の方向に誘導するものになっていないか、などの視点から検討する必要
がある。
教育出版者の教科書は採択しないでほしい。１，２年でみにつけようれいぎ・マナーがあり「国旗・国歌を大切にする気持ちのあらわし
方」「学校でのマナー、しょくいん室の入り方、出方」など、本来自由であるべき心のあり方を特定の方向に導くものであると思うのでや
めてほしい。また、１年間学習したあとで、５年、６年では「自分の心はどのように成長したか」と評価を求めているが、心の成長に判断
評価はなじまない。
光村図書を採択してほしい。
全体として子どもたちに考えさせる。討論できる内容となっている。６年②大切な権利では世界人権宣言を紹介し権利を世界的歴史的
な観点から考えさせる内容となっている。
文教出版は採択しないでほしい。
とくに６年㉜たいせつな義務は税金の滞納額を大見出しに納税を義務として強調しているが、滞納の問題を掘り下げないまま義務を強
調するのは誤った認識を子どもたちにうえつけてしまう。

６年生　日本文教出版の税金のはなしは道徳なのでしょうか。又、小学生にはちょっと難しいのではないでしょうか。茶道も少し難しいと
思いますが、しつけとしてとらまえているのでしょうか。６年　東京書籍の白旗の少女は「国際理解」で扱うのは少し無理があるのではな
いでしょうか。６年光文書院の「これが日本」日本のよさとして８つあるが、無理に押し付けようとしているのではないか、ギモンです。

光文書院の１～６年生の教科書をざっと見ました。よい内容もあれば「？」と思うものもあります。「かぼちゃのつる」は科学的でなく、理
科の観点から見たらこっけいです。道徳とは短文をよんで学習するものではなく、自分が経験して考えるもの。１冊の本を読んで深く理
解するもの。全体として浅いと感じました。

平成３０年度使用教科用図書（小学校用）についての意見　　　平成２９年７月５日

道徳が教科になることに納得がいきません。心の成長を促すのに点数がつけられてはたまりません。政治の世界では明らかなウソの
つきあい、そんたくのしあいがＴＶで明らかになっているのに、子どもたちに道徳を教える資格があるのでしょうか。上記の意見にふまえ
て、感じたことを書きます。光文書院６年吉田松陰や活やくした人々の記述が一面的だと思う。また、杉原千畝が何故法を犯したのか現
実が書かれていない。東京書籍６年「新しい日本に」新しい国づくり＝明治維新から富国強兵、アジアへの侵略植民地化の道が正し
かったのでしょうか。肯定するような偉人扱いは違うと思います。教育出版　杉原千畝上記光文書院と同じ　偉人伝は上記と同じ　西陣
織を継承できているのは在日の人たちの働きが大きいと聞きました。日本の伝統物産にかかわっている外国人もいます。「日本の良さ」
にむすびつけることがないようにしたい。

意　見　の　概　要

教育出版の５年生の教科書ちょっとひどいのでは。安倍首相や東大阪市長の写真をのせて政治的利用の傾向強い。

「こうあるべき」という押しつけになっているのではという内容が多く見られた。多様性を認め合い、共生していく社会の担い手として子ど
もたちを育てる学校教育の場に合っていないと感じる。また、科学的な根拠があるのかわからないあいまいな内容も多く、教える側の価
値観の押しつけになっているのではないだろうか。多様な価値観や考え方、生き方が保障されるような学びを得られる教科書の採択を
求めます。

道徳教科書の問題点
教科書に掲載された各教材には学習指導要領に示された徳目との対応が明示させられた。１年生でも教科書にのったこの文章は、例
えば「努力と強い意志」を学ぶのだよ、と教科書に書いてある。だから、教材の読み取りは指定された徳目との関係で読み取る事しかで
きなくなる。徳目の教えこみの徹底を意図したものだろう。また、各教材には、必ず設問がつけられ、子どもはそれに応じて考えたり話し
合ったり書いたりすることで強制される。文科省は徳目の押し付けではなく「考え議論する道徳」だと強調しているが、毎時間教科書の
通りに授業をすれば設問に応答するうちに、指定された徳目の枠の中で無理やり考えさせられ議論させられ、書かされることになるし
かけだ。その繰り返しがいつの間にか子どもの思考を堅い型枠にはめこむことになるのではないか。子どもに特定の方向付けのもとで
考えを書かせ続ける教科書。子どもの心をしばるような教科書をそのまま、使って欲しくない。学校が心も行動も身動きの取れないきゅ
うくつなところになり子どもたちの心を蝕んでいくことになるのではないかと心配しています。特に教育出版の教科書は採用しないでほし
い。１年生からおじぎのしかた、2年生では職員室での出入りのしかたなど、型にはまった行動様式を教え込むもの、また「道徳」に名を
借りて「大切な国家と国歌」「日本の国旗は『日の丸』日本の国歌は『きみがよ』だね」など、国旗国歌観の露骨な押しつけ「ポーズを決
める安倍首相」（教育出版）の写真を載せるなど教育的配慮を逸脱してる。森友学園ではあるまいし「がんばれ安倍首相」と言わせたい
のかとつい思ってしまう。子どもの学年や年令にふさわしい内容で科学的な視点から誤りはなく、型にはまった「心」や行動様式の押し
つけはなく、人権、平和、ジェンダーなどの視点で活用できる教材が扱われていて、「問題解決的な学習」として載っている課題が一定
の方向に誘導するものになっていない、そんな教科書にしてほしい。光村図書が比較的よかったので採択して下さい。

・「人権」「平和」「共生」など扱っている道徳の教科書を採択してください。例えば、人権について個人のやさしさ思いやりとせず、社会問
題として取り扱っている光村図書などがよいと思います。
・現役の政治家の写真を載せている教育出版の道徳の教科書はよくないと思います。社会科の教科書ではないのに…。安倍首相、東
大阪市の野田市長、なぜ政治家の写真が道徳の教科書に必要なのでしょうか。疑問を感じます。子どもたちの為、よりマシな教科書を
選んでください。

道徳の教科書の各社の展示があるときいて見にきました。８社中、半分くらいしかまだみていませんが感じたこと
①いろいろな考え、感じ方があって当然だと思いますが、何か１つの考え方に誘導しようとしている感じがします。話し合いをして（成績
に）評価することが本当にできるのでしょうか。ある考えは成績がよくて反対の考えは成績がわるい。評価はそのようなしめつけを感じ
ます。

教育基本法の教育の目的にある「平和で民主的な国家及び社会の形成者」を育成するような内容をとり扱っているいるのが、ほとんど
ないのではないですか。何か形だけの態度ばかりが強調されている教科書が多いように思います。

教育出版５年にはビックリ。何の関係もないのに安倍首相や東大阪市長の写真がカラーで出ていました。政治的に中立であるはずの
教科書に特定の政党の人の写真を載せるのは問題だと思います。

・絵に描いたような家族が描かれていて現実の家族とかけ離れた感じがして違和感を感じた。現実にあわせた内容にしてほしい。
・あいさつの言葉の「正しい」タイミングやあいさつの角度など道徳で学習しなければいけないものなのでしょうか。
・「ポーズを決める安倍首相」の写真がのっていたのでびっくりしました。教育は政治的中立でなければいけないのではないでしょうか。
・十人十色いろいろな子どもがいて良いのに良い子しかダメな感じがしました。



15 なし 無

16 7月1日 無

17 7月1日 有

18 7月1日 無

19 7月1日 無

20 7月1日 無

21 7月1日 無

22 7月3日 有

23 7月3日 有

24 7月3日 有

25 7月4日 有

26 7月4日 無

27 7月4日 有

・憲法では思想や信条の自由が権利として保障されているのに、一定の価値観を植え付けることになるのではないかと危惧していま
す。
・教科書に取上げられている内容は理想的かもしれないが、現実は複雑さ、多様さ、課題が入り組んでいる。子どもにとっては”きれい
ごと”で終わるのではないか。
・あいさつの角度、礼のタイミングが教科書によって異なるが。これこそ１つの正解を教えるのではなく、その心が大切だということを如
実に示していると思う。

小学校道徳
東京書籍　６年　具体的な事例にもとずき考える内容になっているのでよいと思う。原因を考えることで何が正しいか大切か見えてくると
思う。判断力をつける話し合いができるといい。
学校図書　どれもこれも結局気持ちの持ちようにしてしまっている。うわっつらだけになる気がする。思いやりは相手の状況をしっかり知
る事でうまれると思う。豊かな心は安心して生活し豊かな文学や音楽やスポーツをする中で生まれる。これが正しいと教えたい。評価す
ることからは生まれないと思う。
中学歴史育鵬社　第二次世界大戦の時、軍の最高責任者であった昭和天皇をまるで責任がないように書いている。又、戦争がしたい
のかと思う。
教育出版　戦後の憲法、民法等わかりやすくまとめられているのはいいと思う。なぜ戦争になったのか原因を考える内容をもっと教えて
ほしい。
日本文教出版　対立する問題点についえ両方を書いてあるのはいいと思う（ex.自衛隊のＰＫＯ等）

理想のおしつけのように感じる。（家族のあり方、思想、良い子とは・・・など）多様な価値観を認め合うということを口では言っているの
に、政治的な色を感じる部分がある。子どもの心情に寄りそいながら一緒に進めるというよりは、道徳の項目にあてはめるような内容の
ように思う。
教育出版の５年生、下町ボブスレーの教材の話。まったく必然性がないのにとうとつにアベ首相がボブスレーにのってポーズをとる写真
が載せられています。たいへん、違和感を感じます。首相への忖度教科書は子ども達への悪影響を与えます。こんな教科書で道徳を
教えられません。

・多くの教科書で「あいさつ」がとりあげられていますが「かたち」ばかり強調しおじぎの角度まで示しています。しかし教科書によってそ
の内容・角度がちがっています。「あいさつ」で大切なのは気持ではないでしょうか。お互いの心を通わせ、おじぎやあいさつのあり方を
学びあうことこそ大切なのではないでしょうか。
・奉仕する人間をことさら美化する内容が多い。
・徳目（道徳の）にあてはめたので結論がわかる読み物も多くあります。「私たちの道徳」や「小学校道徳読み物資料集」にのっている作
品が多く画一的に思えます。原作をもっと大切にしてほしい。
・「安倍首相のポーズを決めている」写真をのせている教科書がある。政治的中立の観点から全く教科的配慮が感じられません。

特定の政治家を載せ、偏りある内容の出版社があり、残念（教育出版）国旗国歌の強制（教育出版２年生）が特に残念です。
教育出版の道徳２年生の教科書のきみがよの意味は「さざれ石の～」以降のことしか書かれておらず「きみがよはちよにやちよに」のと
ころの意味が書かれていないのではないでしょうか。また、教育出版５年の教科書には安倍首相がポーズを決める写真がのせられて
おり、中身とも全く関係がなくかたよっているように感じます。平和や基本的人権、民主主義について、学ぶことができる教科書をぜひ
選んでほしいと思います。

道徳とは子どもたちの実態に応じていろいろな課題や問題について集団で考え合う授業であってほしいと思います。結論がわかるよう
な徳目が前面に出ている読み物教材が多いように思います。また「ポーズを決める安倍首相」の写真を載せることは政治的に中立では
ないと感じました。せめて、すぐれた文学作品を載せるなどの工夫を今後も求めます。

【光村図書の道徳教科書は比較的秀れていると思う】例、どうとく１　Ｐ５１のこんなことしてない？は普段子どもが悪気なくやってしまい
がちな具体的なでき事で、何が悪いのかやっている本人が気づきにくい場面を取り上げ、他の人の思いに気づかせるのがよいと思う。
道徳６　世界人権宣言から学ぼうを谷川さんの訳した文も子どもにわかりやすい文で教材として秀れている。人間として世界に共通す
る大切なことを学ぶことができ、これからグローバルな社会に生きる子どもに必要な教材でもある。道徳５　Ｐ３８インターネット上のマ
ナーも大人も子どもも考え続けていかなくてはいけない問題である。実際に起こる問題について、ひとりひとりが判断できるための一歩
としても必要な取上げ方であるＰ１６０のハンセン病について取り上げ、公正、公平な社会を目ざすためには事実を伝え、そこから考え
るという点で秀れている。道徳４　Ｐ４２本当の思いやりとは相手の思いを尊重した上での話であること（自己決定の大切さ）に、この年
代にもわかることなので適切な教材であると思う。
【教育出版の教科書は問題点が多くふさわしくない】①一つの価値観や心の問題のおしつけが多く見られる。（おじぎあいさつの仕方ま
でおしつける）体の不自由な人など人々は多様であるのに。②うわべだけのきれいごとで物事を解決したり、きれいごとの言葉を知るこ
とが道徳的と考えているように思える。だとしたら、本音とたてまえを使い分けることを結果として学ばせることになり、これこそ道徳に反
する。③感動したり、変革したり（自分の心の中で）するには歴史的にも世界的にも人類の智恵の結晶である世界人権宣言、子どもの
人権、日本国憲法についてなど、客観的な教材も大切。この出版社にはそういうものがない。④日本の有名人の話が多くあるが、それ
は狭い。日本人優越の考えにつながり、他の国の人を排除につながる土壌を生み出す危険性が大きい。以上紙面の都合でここまでに
しますが、この教科書は絶対子どもの手にとって学ぶのにふさわしくない点が多くある。

光村図書と比べながら教育出版の道徳教科書を見ました。以下、教育出版の教科のについて感じたことを述べます。・オリンピックでの
日本選手のがんばりを日本の国のがんばりとして印象づけようとしている。国旗・国歌を大切にするということにつなげようとしている。
日の丸があちこちにのっている。道徳をナショナルな視点からとらえようとしている。これが大きな問題です。オリンピックは国対抗では
ない。・「国やふるさと」というようにひとくくりにあつかっているが国とふるさとは全くちがうものです。「日本のたから富士山」という意味
がわからない。道徳とどのような関係があるのか。・下町ボブスレーの話に、なぜポーズを決める安倍首相がでてくるのだろう。意図的
で政治のにおいがする。・題材の中に江戸や明治時代の話が出てくる。偉人伝という事だろうがなにもこんなところに題材を探さなくても
いくらでも他にあるはず。古くさい徳目的な話で賛成できない。・みにつけようれいぎマナーとしておじぎのしかたが図入りでのっている。
おじぎのつかいわけまでごていねいに「道徳」を声高に主張している人たちが喜びそう。でも、これは道徳と関係ないことだ。・道徳と密
接な関係のある人権についてふれていない。光村本には子ども人権宣言の説明があるので好感がもてる。教育出版は徳目主義的で
大げさに言えば国家主義的だと思う。・結論として道徳を教科として担う事自体がおかしいが、教育出版の採択はありえないと思う。

すべての教科書を拝見したわけではありませんが、とりあえず手にした教育出版の小学どうとくで「かぼちゃのつる」が題材にあげられ
ているのにはびっくりしました。これで何を学ばそうとしているのでしょうか？非科学的な例で実際に子どもが何を感じるのかと思いまし
た。教科書としてふさわしくないと思います。今、ここでみつけられなかったのですが、最近、孫の宿題をみてやることがあり、その際に”
たとえ”がまずいなと感じることがあります。小一で「おもちやとおもちゃ」という例文です。「ちや」と「ちゃ」の区別のためだとは分かりま
すが、「おもちや」というのが現実身の回りにはないおみせなのです。もう少していねいな工夫をして本来の目的以外のことでまどわせ
ないような例文を考えてほしいものです。歴史については育鵬社の一方的な歴史認識でこんな教科書を採用していけば将来子どもた
ちは国際社会で生きていけないと心配します。

私が生まれ育ったのは尼崎という下町でした。川はどぶ川で空はいつもくもり、街にはきたならしい広告ばかりで自然の美しさや人情を
感じることも余りありませんでした。おまけに我が家は二間しかない文化住宅に5人家族。父母もお金のことで言い争いや暴力もありま
した。道徳の教科書を読んでこんな風な環境や家庭や家族であれば素直で正直に育ったのにと思いました。たとえば美しいものに感動
しようと書かれていても、そういう物に接することのない環境でどうして実感できるのでしょうか。働くことの大切さをと言われても毎日父
母がくたくたになって働いても食べることだけにぎりぎりの生活を見ていて大切さを感じるでしょうか。自分の部屋を整理整頓と言われて
も、自分の部屋なんてもってない場合は教科書の絵を見てうらやましいと感じるだけです。「子どもは皇居で育てるのが一番いい」と言
われた方がおられましたが、私もその通りだと思います。道徳を強調するあまり、逆に子どもの心を閉ざしてしまう事のないことを願いま
す。

小学校の道徳の時間が科目になるようで子どもたちの意見を評価するのは難しいと思います。社会生活のルール等を話し合い違う意
見もあるということを子どもたちに気づいてもらうような学習を望みます。



28 7月4日 有

29 7月5日 無

30 7月5日 無

31 7月5日 有

道徳が教科になると聞いて内容が気になって見にきました。人を思いやる心、公共の秩序を守ることなど大切な中身なのかもしれませ
んが、それをどう思うか書くことにより子どもの内心の自由がおかされるだけでなく、その内容が教科として評価されることで人の気持ち
を先生が評価し、子どもが本音を言わず大人の顔色を見て育つと思うとおそろしいです。子ども意見に加えて保護者までが内心の自由
を侵されかねません。

・道徳などと書かずに「きみがいちばんひかるとき」「はばたこうあすへ」を題にしたらどうですか？
・花さき山や、ともだちやなど絵本が入っているのはよかったです。
・光村も教育出版もどうしてかぼちゃのつるの話がでてくるのですか？
・ローマ字が表だけしかありません。かんたんな物語をローマ字で書いてあるともっとローマ字に親しめると思います。こんなに町中に
ローマ字があふれているのですから国語で教えるべきです。

道徳が教科になることに反対です。子どもの心の中を何を基準に評価するのか理解できません。子どもの心と身体の成長は一人一人
違い、個性的であるはず。感じ方も考え方も表現の仕方も違うのに、その時（学習した時）に評価できるわけがないと思います。読み物
を読んだだけではわからないかったことでも、そのあとの経験を通して学んでいくのが普通だと思います。私は小学校で教員をしていま
した。道徳が教科になり、教科書ができ、評価されることにより、これまで以上に子どもが教師の顔色をうかがい、心がゆがめられてい
るのが心配です。どの出版社も共通して「かぼちゃのつる」を扱っていますが、まったくもっていただけません。「生活科」が出てきたとき
の「アリの行列」を思い出しました。自然界（植物や動物）の営みについて「どんな気持ち？」なナンセンス。

・デュオシネマを観たあとで教科書コーナーにたちより、話題となっている中学育鵬社の歴史教科書を少し見てみました。全部をマンベ
ンと見ていてもよく分からないと思い日本国憲法の制定の所を観てみました。
・読んでみてああ、やはりこの教科書は日本国憲法の歴史的意識を認めず改憲に従う内容になっているなと思いました。
・大日本国憲法とはちがう国民が主権者となったこと、基本的人権をおかすことのできない普遍の権利とうたったこと、日本史上での歴
史的意義にふれることもせず、成立過程ではＧＨＱに強制されたものであり、内容的には「他国に例を見ない徹底した戦争放棄の考え
でした。しかし・・・」とあっております。
・この教科書は改憲論に中学生を誘導するものですね。きわめて政治的な教科書であると感じました。教科書を政治に利用する育鵬社
の教科書は使うできではないと思います。



山田駅前図書館 意見書　　25通 閲覧者名簿記載者数　　２０名

日 記名の有無

1 6月13日 無

2 6月17日 無

3 6月17日 無

4 6月24日 無

5 6月25日 無

6 6月26日 有

7 6月27日 無

8 6月27日 有

9 6月27日 無

平成３０年度使用教科用図書（小学校用）についての意見　　　平成２９年７月５日

意　見　の　概　要

光村図書は絵や写真も多く、人権や平和の教材が多いので、この教科書を採択して下さい。また、阪神大震災の記事が教材として使
われていて、子ども達に地震のことを伝えていくことは大切だと思いました。障害についても、ユニバーサルデザインについてとりあげて
いたり、また、ハンセン病のことも子どもたちに伝えていくことは大切です。また、子どもたちの権利条約や、世界人権宣言、差別問題を
とりあげているので、とても良いと思います。ぜひ採択して下さい。

教育出版は西郷隆盛、松下幸之助、豊田喜一郎など立志伝中の人物が多く、人権・平和教育からなじまない。また、あいさつのしか
た、おじぎのしかたが１年にでてくるなど、形からの押しつけに戦前の教育をみているようで。ゾッとしました。このような教科書を採択し
ないでください。

道徳の教科化について疑問を感じています。専門的教員もなく、地域・歴史・文化等々の要因で善悪が変わってしまうような内容を子ど
もに押しつけ、次代の政権の意図を基準に評価するなど許されないと感じます。その上で、教科書を見るとやはり無批判の日本賛美が
伺え、一番気になったのが教育出版です。下町ボブスレーの話と何の関係もない安倍首相顔写真。オリンピックの旗として国旗を示し
ている。オリンピックは政治を持ちこまないために選手団旗と決められているはずです。明らかなまちがいがなぜ検定を通っているのか
不思議です。参加資格も国ではなく地域となっています。外国にルーツを持つ子どもやマイノリティの子どもに配慮した教科書であって
ほしいです。光村図書に工夫があると感じました。

そもそも「道徳」を教科として扱う事に反対です。子どもたちの個性を発揮したり、みんな違ってみんないいというようなこれまでの子ども
観から型にはまった同じような子どもを作り出すのが目的に思えます。
・光文書院ではおじぎの仕方が教材に。×です。
・教育出版では安倍首相の写真、自衛隊の飛行ショーの写真などが掲載。×です。スポーツで成功した人物や事業で成功した人物が
目立ちます。東京書籍・光村図書・学研がいいかなと思いました。但し「かぼちゃのつる」がどの会社にも個性より型にはめる子どもつく
りが気になります。

全てを見るのは大変ですので３社の３，４年生を拝見しました。光文は３年におはしの正しい持ち方を載せていますが、おはしの持ち方
や鉛筆の持ち方、筆の持ち方は入学時に丁寧に教えることでここでは話しの中身からしても洋食に関するマナーを載せてほしかったと
思います。伝統文化では光文がおせち料理、日本文教が盆栽を取上げていますが少し小学生の生活からは遠い話題と思えます。教
育出版は昔からの味で吹田のくわいを取上げていて嬉しく思いました。校区でも栽培し収穫し食べていますので、小学生にも身近では
と思います。教育出版では有名なブラッドレーの請求書が掲載されていますが、日本文教は主人公を日本人へと変えています。原作の
存在がどうなのかはよく分かりませんが、元のままでの子ども達への提供でよかったのではと思います。光文も題名は違いますが、主
人公はブラッドレーです。そういった意味では日本文教のお父さんの自慢も稲村の火に関する話で元の文章をそのまま載せて今の子
どもに今日の防災について考えてもらう方が良いのではと思いました。光文の大判は重たそうですね？通学大変ですね？

立派な冊子になっています。たくさんの物語に感銘を受ける内容がぎっしり詰まっていますが、疑問もわいて参りました。
①これだけの内容を読ませる時間は取れるのだろうかという事。国語の物語単元も数時間／単元　配当されています。日々の学校生
活の中で起こってくる生の道徳教材こそ子どもたちの血となり肉となり得るのに、その時間を取られずに（取れずに）強制されることにな
ると、本末顛倒としかいえません。
②評価するのも一大事。国語じゃないし文脈を読んでどういうという問題ではないし、それぞれの子どもが感じることを一介の教師が評
価できるのでしょうか。神様や閻魔様ならいざしらず、憲法に違反してまで人の心を支配しようとするのはまちがっています。
③ずいぶん費用がかかったことでしょう。６人に1人の子どもが貧困の国でそのお金で救える子がいく人いたか、定数を変える教育行政
の足しにはならなかったのか、なぜいま、これほど押しつけるのか、理解できません。「留学のお姉さん」「ボブスレーでひゃほーピース
のどこかの首相」これで学べるとは。ごう慢にもほどがあると思います。

道徳の教科書ができたというので中身がどんなものかと興味深く拝見しにきました。全部という訳にはいきませんでしたが一読して読み
物が多く絵や写真が多用されているので子どもたちには見やすいものになっていると思いました。３５週分のなかみは全部やらなけれ
ばならないとしたら、先生たちの負担が大きくなり、形式的なものにならないか「やったか」「やらなかったか」or「やれなかった」場合もあ
りかなぁと思うのですが、どうでしょう。”考えてみよう”というのはあくまで参考ですよね。クラスの中で話し合うときはもっと自由度の高い
ものにした方がよいと思いました。最後になりましたが、時の首相の大写しの写真の掲載されているのには、驚きあきれました「教科書
会社しっかりしろ」と言いたくなりました。

・人類普遍の道徳である【平和・人権・共生】の大切さを教える教科書を選択してほしい。例えば〈光村図書〉の「見えないしょうがいに気
づくこと」（４年）「だれもが幸せになれる社会を」ハンセン病差別（５年）「子どもの権利条約」（５年）など！
・一方で最も愛国的傾向の強い〈教育出版〉の道徳教科書は採択しないでほしい。

・「道徳」が教科になり、検定された教科書ができ（一部ですが）読むことができました。まず気になるのは「道徳」は個人の価値観で考え
るものなのに一定の、しかも現代社会の流れの中で決められた方向にはめ込まれると危険があるのではないか。「道徳」が教科として
一つの価値観が評価されてしまう恐れを感じます。子どもたちの自由な発想が阻害される危険性を感じてしまいます。
・光村図書６年の②の世界人権宣言から学ぼうの項で条文が全文が紹介されているのはよかったです。ただ、○印のついているものを
読みましょうというのはどういう意図なのでしょう。



10 6月27日 無

11 ６月 無

12 なし 無

13 なし 無

14 なし 無

15 6月30日 無

16 7月1日 無

17 7月1日 無

18 7月1日 無

19 7月2日 無

見本８社を読みくらべてみました。同じ教材を取りあげているものもありました。道徳は人権、平和、共生の大切なことを教える教科書
が良いと思います。採択してほしいのは光村図書です。世界人権宣言から学ぼうなど教材にあるからです。採択しないで欲しいのは教
育出版の道徳教科書です。教科書にのせられた人物の取り上げられ方が徳目主義的です。自己責任を押し付ける内容にかたよってる
のも感じました。心のやわらかい子どもたちの教科書にふさわしくないと思います。

光村図書は「考えよう」「つなげよう」の欄があって良いと思います。教育出版は偉人が満載で「がまん」の大切さが強調されているよう
です。オリンピック・パラリンピック、日の丸、明治維新の美人画目立つ教育出版の1年生でおじぎの仕方が書いてありびっくりしました。

教育出版の教科書に現職の首相や市町の写真が写っていることにおどろく。特定の思想と感じさせる教科書になっていると思います。
光村図書は人権の問題と深く取り上げているし、高学年になると「考えよう」から「つなげよう」というふうに子どもたちがテーマにそって
考えたことの先につなげるような構成になっているのは良いと思った。

「光村図書」は生々と人間のすばらしさ、大切さをわかりやすく伝えている。すべての人間の存在の大切さ、つながりの素晴らしさをみず
みずしく表現されていて、生きる希望力がわいてくる。とっても良い教科書である。本の初めの表紙がすばらしい。Ｐ６８自然の中の人間
としての取組が良い。１年生の光村図書は人への思いやりや想像力をわきたたせるような内容が多いと思う。大変わかりやすく、やさし
く自分でいろいろ続きを考えようという思いをもたせる。「教育出版」自分自身をみつめるよりまわりに合わせる子、つよい子づくりで一
方通行の思考をうえつける内容でおもしろくない。子どもたちにはあたえないでほしい。

「教育出版」５年補充教材下町ボブスレーに安倍首相のカラー写真は不適切。不要。現役の首相の写真掲載の意図は？５年補充教材
「姫路城修理完成記念式典」に自衛隊の航空ショー（ブルーインパルス）をカラー写真で掲載する意図は何か。３年「わたしの見たニッ
ポン」価値観の押しつけ。６年「家族の幸せのために」野口と母の対面の場面の挿絵の日の丸の強調の意図。学年はじめの「どうとくの
学習が始まるよ」今の自分　不要。学びの手引き不要。1年間のどうとくの学習をふり返ろう。家の人から先生から一言。不要。価値観
の押しつけがが目立つ。とりあげた人物、偶像崇拝をねらっているのか。挿絵や写真に日の丸がやたらめだつ。日本文教出版どうとく
ノート不要。廣済堂あかつきどうとくノート不要。文章力があれば良い評価。文章力が弱ければ悪い評価につながる恐れがある。光文
書院、東京書籍、光村図書、教育出版、学校図書、日本文教に人権、民主主義、平和を考える題材も結構多くとりあげられている。胸
をうつ読み物もたくさんとりあげられてはいる。しかし、設定された道徳の時間に、おしきせの道徳教科書で何を教え、どんな子どもを育
てようとしているのか。ましてや評価する事自体やるべきことでない。教師が子どもの心の「評価」などできるものでない。子ども泣か
せ、教師泣かせの何ものでもない。ゆたかな心を育てるのに、このような価値観の押しつけから育つものでない。

・偉人やスポーツでの有名人の話が多すぎる。
・教師はどのように子どもの心を評価するのか。人が人の心を評価するべきではない。
・動植物の擬人化が多く科学的でない。

５年　どの教科書も問題です。道徳を「特別の教科」にするのはやめてほしいです。この教科書だけを使うのではなく、先生たちがよいと
思う教材を使ったり、子どもたちの日常生活の問題やトラブルを取り上げて子ども達同士が討論したり、意見や感想を発表するなどして
ほしいと思います。上から徳目を与え「しっかりがんばれ」「いつも夢をもってあきらめることなくがんばれ」というような形では子どもの本
音は引き出せないと思います。
６年生　どの教科書も問題です。道徳を特別の「教科」にするのではなく、子どもたちの日常の生活の中の様々な問題をお互いに討論
したり意見を発表したりする方法などで子どもたちが学び合えるようにしてほしいです。この教科書だけを使って授業するのではなく先
生が良いと思う教材を取り上げたり”いじめ”などの問題では実際に起こっている問題について考えることも大事だと思います。初めに
これを教えようという、上から与える姿勢が強く「困難があってもあきらめず頑張れ」「いつも夢を持ってがんばれ」「ほかの人には常に思
いやりを持って接しなさい」など徳目の押しつけで自分で考えたり失敗しながら前に進んでいこうという姿勢が全く見られない。項目とし
ては評価できる題材を取り上げている場合もある。例えばマザーテレサ、マーティン・ルーサー・キング、杉原千畝、正岡子規の話など
など、しかし１時間に終わらせる内容が限定されているので５～６ページに話をおしこめているので本当に人間としての生き様や葛藤な
どは見えず、ただの「お話」と「徳目」を与えて、こんな立派な人のように「がんばろうネ」に終わっているのが残念です。その中でも光村
図書はみんなで考えていこうとするところが少しあってマシかなと思いました。

まず杉原千畝の教材から各社の教科書を読んでいった。詳しく、幅広く、時代背景も入れながら丁寧に書いてあるのは日本文教出版
だった。次に、人物や偉人伝等で見るとより平和や人権、平等などについて考えさせる教材が入っているのは東京書籍、他社のものよ
り一歩ふみこんで考えさせるように書いてある。教育出版は杉原千畝にしろ「下町ボブスレー」にしろ、内容の浅さ、平易すぎる内容など
が目につき、「下町ボブスレー」には、なぜ阿部首相の写真があるのかも意味不明である。教育出版の教科書を採用すれば以上のよう
な観点から吹田市の子どもたちの学力は確実に低下していくだろうと思われる。（結論）採用に良いもの①東京書籍②日本文教出版
採用すると吹田市の子どもの学力が低下し、考えたり協力したり知ることができなくなるもの×教育出版　吹田の子どもたちのために教
育出版のものは採用しないでほしい。

「伝統と文化の尊重　国や強度を愛する態度」の項目が全体の中でしめる割合が大きい教育出版の道徳本はふさわしくない。
５年生で現役政治家を登場させている道徳本は教育出版だけ。それも極めて偏向した意見の持ち主の政治家。これだけで教育出版は
ふさわしくない。光村図書は２２の徳目を均等に扱い、人権的視点で編集されていて特にすぐれているように思える。

・１年生の教科書の内容はあいさつやきまりなどが多く「楽しく学ぶ学校」というイメージがない。１年生は最低限のきまりだけでもっと自
由に学べる方がよい。「カボチャのつる」など「まわりの注意をきいてがまんしよう」と教えようとしているように思う。
・スポーツ選手の手記や起業家の偉人伝が多い。成功した人よりも下づみで努力した人から学べることが多い。
・国旗　オリンピック、パラリンピックの選手の写真ではほとんど国旗が写っている。
・命、平和を考える題材が多くありました。「杉原千畝」「白旗の少女」「東京大空襲の中で」「桜守の話」「命をみつめてマザーテレサ」「羽
ばたけ折り鶴」「命のおにぎり」「モントゴメリーのバス」「稲むらの火」「命を大切に熊本動物愛護センターの挑戦」など
・「姫路城大天守保存修理完成記念式典」の記事に自衛隊の航空ショーの写真が使用さえている。また下町ボブスレーの内容に安倍
首相の写真が使用されている。道徳の教科書の内容として不適切だと思います。
・教科書の内容としてふさわしくない内容もありました。現場で使用される教師の意見もしっかり反映される選ばれることを希望します。



20 7月4日 無

21 7月4日 無

22 7月4日 有

23 7月5日 無

24 7月5日 無

25 なし 無

教育出版の５年「下町ボブスレー」の写真に安倍首相の写真があります。記述の中身との関連もあります。とってつけたような写真で
す。宣伝のようでよくないと思います。

１年と６年を全社見ました。１年ではいわゆる道徳の項目を解説し、あいさつ、なかよく、親切などを守り「良い子」になりましょう。と言っ
ている（誘導）ように思った。文字を習い始めの１年生に作文させるのはむりではないか。2学期以降ならわかるが。しかも学んだことを
どう評価するのか。「良い子」競争をさせて、大人のものさしで「良い子」「悪い子」「普通の子」とするのだろうか。教師もたまったもので
はない。６年の教材は大量の物語、偉人伝、それを読んで自分の気持ちを表現する。表現した作文が評価されることになればよい評価
を取れるように作文することは目に見えている。負担増もひどい。本当にこういう学習が人格形成に役立つのだろうか。教科として成立
しないと思う。特別教科として少なくとも子ども達の内面を評価し、ランクづけすることだけはやめるべきだ。教科とすること自体もやめて
ほしい。

生活体験を通していいことや悪いこと、やさしい気持ちなどを身につけていくんだと思っているので教科書を通して「これはいいこと」「こ
んな考え方をするのが良い」と教えるのは無理があったり一定の考え方を押し付けるものにならないか不安、また未熟な子どもたちを
どんな風に評価されるのかと思うと評価自体が無意味であり、それでなくても大変な仕事をされている先生方に困難な仕事が課せられ
ることになるのではと思います。しかし、選ばないといけないということなので…。
・光村図書は教科書の中では自由に考えたり意味が出せるように設問されていると思います。１年生の「どうしてこうなるのかな」も絵を
見せながら考えたり、他にも意見が出しやすそうです。各学年の「世界の子どもたち」や「せかいのお米」あど世界の取り上げ方も自然
で良いかなと思いました。
・教育出版の”学びの手引き”では子どもたちの吹き出しの意見で「良い答え」を誘導しようとしているのが目立つ。それでは考えなくても
「こう答えればいいんだ」ということになります。また２年のれいぎ正しいあいさつも、生活の中で身につけていくものであり「どれが正しい
か」という設問は違和感を感じます。（１年の最後のページにもありますね）「国旗・国歌を大切にする」というページで大切にする気持ち
のあらわし方では、よくわからない子どもに一定の考え方を押し付けている。特に④は学校での式の様子だと思いますが、日の丸・君
が代の強制と受け取れます。道徳を教えたいのは「愛国心」かと思いました。
・東京書籍は１年をはじめとしてどの学年も活字が多くて、読むだけで時間がかかり、内容を理解したり、意図することを読みとることが
できるのか（先生が読むとしても）と思います。国語の教科書とくらべてどうでしょうか？それぞれの学年に合っていないのではないで
しょうか。

教育出版の教科書は（５年）に安倍首相の写真をのせていました。不適切だと思います。又、（３年）（６年）に西郷隆盛をほめたたえ美
化した章がありました。又、スポーツ界歴史上の有名（成功したとされる）な人々を多くのせ、問題点を述べず、偉人伝のようです。教育
出版の教科書は採択しないでください。
光村図書は（４年）「見えないしょうがい」（５年）「ハンセン病」（５年）「子どもの権利条約」（６年）「世界人権宣言」（６年）「外国人差別」な
ど人権を大切にしていると思います。こうした問題を個人の思いやりだけにとどめず社会で共に考え解決していくものとして提起してい
るのが良いと思いました。ぜひ光村図書を採択して下さい。

道徳が教科になることを聞き、驚き閲覧しました。教科となるとそれを評価しなくてはならない”人間”をどのように評定するのか、まして
は発達途上人のそれである。子どもたちには人間として成長していく権利がある。それを保証するのが”学校”という現場ではないでしょ
うか。教科書各社ダイレクトに見せてもらった。その印象はこんなに部厚くどのように学習するのか、読むだけでも大変。ましてや学習
ノートの観点に従って思考や感性を何かわせていくのはいかがなものか。子ども達には学校生活の中で感じること、思うことがたくさん
あり、それが集団の中で練られ高められていくものである。それが真の”道徳”としての学習になるのでは？
（１）学習指導要領にもとづく徳目からか教材単元が多すぎて１年間で学習することは不可能。
（２）学習ノートに従って記述するのは大変。人それぞれ感じることがちがう。ノートだと一面的、画一的な考えを導いていくので反対。
（３）人物の教材で企業家や有名人が多い。一流選手や”偉い人”になれと教えるのが学校教育なのか？それからはずれた人を評価で
きないと言う印象をうける。人間平等社会を反対に導く、階級社会や差別社会を当然と受け付ける子どもたちが育っていくのか。
（４）教育出版の５年現役の総理の写真がある。不偏不党の教育から逸脱したもので削除すべき。

あまり時間がなかったので光文書院の１，２，３，６年用の道徳教科書だけを読ませてもらいました。なかなかいい読み物も多く、これま
で試しにつくられた徳目だけを押し付けるようなものよりは内容のある読み物が集められていると思います。高学年用は実際にあった
話が多いのも良い点です。しかし、基本的には道徳が国や上の立場のものに順応するように教育するために教科とされたのではない
かと私は考えているので、やはり次のような点がきになりました。
・毎回考えるポイントが書かれていて考えがどうしても誘導されていく、しかもいくらよい教材でも毎回良きことを考えるように押し付けら
れたのでは、逆に道徳がいやになる。
・出てくる家庭や学級が類型的で現実の学級にいるさまざまな子どもに合っていない。母親の話など逆に子どもの心を傷つけかねな
い。やはり担任が自分の学級の子どもたちに合った教材を自由に使うことが大切。教科書を絶対使わなければならないのなら、子ども
一人一人によりそった教育はできない。
・自然のしくみのすばらしさが出てくるが、道徳としてではなく、科学として考えてほしい。政府自らが沖縄などで自然を破壊してまで基地
づくりを強行していることを考えると甚だ偽善的。子どもたちに偽善を押し付けるのはやめてほしい。
・いいことばかりが出てきてる。災害や戦争などにあって苦しんでいる人の姿や理不尽なことで苦しんでいる人の姿も現実を見ると言う
点で必要。
・教材に一時代も二時代も昔の読み物が出てる。現代にも世界の紛争地で活躍している人もいっぱいいる。もっと現代に近づけたほう
が子どもも身近に感じる。
・憲法に照らして基本的人権の理解が進むような道徳教育とそれに合った教科書であってほしい。やけに伝統と文化、愛国心に力を入
れている印象が残った。



拠点小学校 意見書　　２通 閲覧者名簿記載者数　　２０名

日 記名の有無

1 なし なし

2 7月4日 有

平成３０年度使用教科用図書（小学校用）についての意見　　　平成２９年７月５日

意　見　の　概　要

・「私たちの道徳」などに掲載された教材が多用され画一的に思える。「パンやさん」の変更に見られるような”忖度”した検定が行われ
たことは残念である。
・集団に奉仕する人間を美化する内容が多い点も疑問を感じる。
・「徳目」にあてはめようとしたために結論がすぐわかるような教材も多数見受けられた。原作を大切にする作品であってほしい。
・「後ろ向き」と思われる表現が認められず、結果として「良い子」観を子どもたちに押し付けているように見える。その点は学習指導要
領からも逸脱しているのではないか。
・挨拶の角度や言葉の「正しい」タイミングなど本当に道徳で学習しなければいけないものなのか疑問である。また、子どもたちをそのよ
うな「つまらないこと」で規制することにならないだろうか。
・「ポーズを決める安倍首相」の写真を載せるなどは政治的中立性の観点から全く教育的配慮が感じられない。
・歴史上の人物を扱う時は歴史的事実にもとづいて記述すべきである。そこに道徳性を求めることはそもそも困難である。
・致命的なのは「道徳」が科学的な土台となるものがないために、教材として科学的な裏付けがあるかどうか曖昧なものが多く、子ども
の発達段階をふまえていなかったり、他教科の内容との整合性がないものがある。
・平和、民主主義、人権、個人の尊厳が大切な価値として保障されるような教科書を選定されるように強く求める。
・最後に選定にあたっては子どもたちといっしょに学習する現場教員の意見が十分反映されるシステムにすべきである。

教科書の内容についても、いろいろな見方があると思いますが、おしえる先生方がかたよった教え方にならなければと思います。



議案第４６号 

 

 

 

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科 道徳） 

の学校教育法附則第９条に規定される教科用図書の採択について 

 

 

 

吹田市義務教育諸学校教科用図書選定委員会の答申に基づき、平成３０年度

使用教科用図書小学校用（特別の教科 道徳）を拡大したものを採択する。 

 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

                      

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 



議案第４７号 

 

 

 

吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科 道徳を除く） 

の採択について 

 

 

 

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条の規定により、

別表のとおり平成２９年度と同一の教科用図書を採択する。 

 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

                       

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表

種　目 発行者番号 発行者略称 書　　名

国　語 38 光村 国語

書　写 116 日文 小学　書写

社　会 17 教出 小学社会

地　図 46 帝国
楽しく学ぶ　小学生の地図帳

４・５・６年

算　数 2 東書 新編　新しい算数

理　科 61 啓林館 わくわく理科

生　活 61 啓林館
わくわく　せいかつ上

せいかつ　たんけんブック
いきいき　せいかつ下

音　楽 27 教芸 小学生の音楽

図画工作 116 日文 図画工作

家　庭 2 東書 新編　新しい家庭　５・６

保　健 2 東書 新編　新しい保健

平成２９年度使用教科用図書（小学校用）



議案第４８号 

 

 

 

  吹田市平成３０年度使用教科用図書小学校用（特別の教科 道徳を除く） 

の学校教育法附則第９条に規定される教科用図書の採択について 

 

 

 

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条の規定により、

平成２９年度と同一の教科用図書を拡大したものを採択する。 

 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

                       

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 



議案第４９号 

 

 

 

吹田市平成３０年度使用教科用図書（中学校用）の採択について 

 

 

 

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条の規定により、

別表のとおり平成２９年度と同一の教科用図書を採択する。 

 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

                       

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表

種　目 発行者番号 発行者略称 書　　名

国　語 15 三省堂 現代の国語

書　写 2 東書 新編　新しい書写

社　会
（地理的分野）

116 日文 中学社会　地理的分野

社　会
（歴史的分野）

2 東書 新編　新しい社会　歴史

社　会
（公民的分野）

2 東書 新編　新しい社会　公民

地　図 46 帝国 中学校社会科地図

数　学 116 日文 中学数学

理　科 61 啓林館 未来へひろがるサイエンス

音　楽
（一　般）

27 教芸 中学生の音楽

音　楽
（器楽合奏）

17 教出 中学器楽　音楽のおくりもの

美　術 9 開隆堂 美術

保健体育 224 学研 新・中学保健体育

技術・家庭
（技術分野）

2 東書
新編　新しい技術・家庭　技術分野

未来を創る　Technology

技術・家庭
（家庭分野）

9 開隆堂 技術・家庭（家庭分野）

外国語
（英　語）

15 三省堂
NEW CROWN  ENGLISH SERIES

New Edition

平成２９年度使用教科用図書（中学校用）



議案第５０号 

 

 

 

吹田市平成３０年度使用教科用図書中学校用（学校教育法附則第９条

に規定される教科用図書）の採択について 

 

 

 

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条の規定により、

平成２９年度と同一の教科用図書を拡大したものを採択する。 

 

 

 

平成２９年７月２７日提出 

 

 

                       

吹田市教育委員会 

委員長  谷口 学 

 


