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◎：教育長 ○：教育委員 ●：事務局 

報告・協議４ 平成30年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部で使用する教科用図書の採択

について  

 

◎ 続いて，報告・協議４，平成30年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部で使用する教科

用図書の採択について，阿部高校教育指導課長，西岡特別支援教育課長，説明をお願いします。 

● それでは，報告・協議４によりまして，平成30年度に県立高等学校及び県立特別支援学校高等部

で使用する教科用図書の採択について御説明いたします。 

資料の１ページを御覧ください。まず，本年度の採択日程についてでございますが，４月の教育

委員会会議におきまして，平成30年度に使用する教科用図書の採択基本方針を決定いただいた後，

事務局では６月中旬に，平成28年度に新たに文部科学省の検定に合格した教科書について213点の選

定資料を作成し，各学校における選定の参考資料として配付しております。 

この度作成し，学校に配付した選定資料は，別綴にしてお手元にお届けしております。各学校で

は，既に昨年度までに配付済みである現行学習指導要領に対応した教科書についての選定資料と，

この度学校に配付をしました選定資料とを参考に，教科書の調査研究を進めて参りました。 

次に，県立高等学校における選定作業の状況について御説明をいたします。資料の２ページを御

覧ください。平成29年３月28日付，初等中等教育局長通知「教科書採択における公正確保の徹底等

について」の趣旨を踏まえ，平成29年４月27日付で発出された採択基本方針に基づき，全ての学校

が教科書選定会議等を設置し，管理職，教務主任を中心に会議を開催して，教科書の選定を行って

おります。また，学校評議員やＰＴＡなどから意見をもらうなどの取組を行うよう，学校を指導し

ております。 

続きまして，３ページを御覧ください。各学校の教科書の選定に対して事務局が行っております，

点検・指導の方針を示しております。点検・指導の観点としましては，大きくは「（１）教育課程と

選定教科書との整合性について」，また「（２）採択申請された教科書の妥当性及び選定理由書に示

された選定理由の妥当性について」の２点を設けて，現在点検・指導を行っているところでござい

ます。 

「（１）教育課程と選定教科書との整合性について」ですが，平成30年度実施予定の各校の教育課

程表と照らし合わせ，点検を行いました。教育課程と選定教科書の整合性が取れていない一部の学

校に指導を行い，全ての学校において，教育課程と選定教科書の整合性を確認しているところでご

ざいます。 

次に，「（２）採択申請された教科書の妥当性及び選定理由書に示された選定理由の妥当性につい

て」でございますが，まずは十分に教科書の調査研究が行われたかを選定理由書により確認をいた

しました。十分に教科書の調査研究が行われたかどうか，明確でない学校については聞き取りを行

い，全ての学校で複数の教科書を相互に比較しながら調査研究が行われていることを確認している

ところでございます。 

次に，県立特別支援学校高等部の選定状況について御説明をいたします。資料１ページにお戻り

ください。特別支援学校においても，採択基本方針に基づき，各学校において適正かつ公正な教科

用図書選定が行えるよう，５月26日に教務主任研修を実施し，教科書の調査研究及び選定上の留意

事項等について指導をしたところでございます。 

資料４ページには，選定に当たっての障害種別ごとの観点を示しております。高等学校に準ずる

教育課程を編成している特別支援学校におきましては，高等学校と同様の教科用図書選定資料に基

づき，この観点から選定を行いました。また，知的障害者である生徒を教育する特別支援学校の教

育課程を編成している特別支援学校におきましても，学校教育法附則第９条の規定により，教科用

図書選定資料を参考に，この観点から選定を行いました。 

資料５ページを御覧ください。特別支援学校の高等部における平成30年度使用教科用図書の選定

状況についてまとめたものでございます。７月28日までに各学校から提出された選定理由書等の点

検と指導を行いました。差替えの必要な学校には再検討をし，採択申請書を再提出するよう指示し

たところでございます。 

説明は以上でございます。 

◎ ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

○ ２ページの「３ 学校評議員やＰＴＡなどから教科書選定に係る意見をもらうなどの取組」とい

うのは，これは義務化されていないから，意見を伺っていないところがあるままで来ておられるの

だろうと思うのですが，昨年度に比べて取組を行ったところが増えているので良いことだとは思い
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ますが，御指導はされておられるのですか。これをしなさいとか，どういう御指導をされているの

ですか。 

● これは，本年度につきましても，教務主任研修あるいは管理職への研修で，開かれた採択という

観点から，学校評議員や保護者の意見をいただくなどの取組となるように指導をしているところで

ございます。先ほど委員からもお話しをいただきましたけれども，７課程が昨年度に比べて増えて

いるものの，まだ全校には至っておりませんので，今後引き続き学校において，これが取組として

進むよう指導して参りたいと考えております。 

○ ＰＴＡにしても学校評議員にしても，やはり大変な労力を要することになるので，丁寧なお願い

をしていただいて，学校がしたいと言っていても理解をしていただかないとなかなか協力いただけ

ませんので，その点も併せてお願いいたします。 

○ 先月，広島県の女性教育委員の会という会がありまして，私が会長なのですけれども，その会の

中で，教科書の選定について，いろいろと市町の女性教育委員さんの方たちのお話を聞くことがで

きました。 

その中で，ある特定の自治体ですけれども，情報公開請求が教科書選定についてはなされている

市町があるとお聞きをしました。それは公民と歴史の教科書のことでしたが，何が請求をされてい

るのかというと，選定委員会の議事録，それから調査研究委員会の議事録について公開してほしい

という要望が出ているというお話をお聞きすることがありました。 

もちろん，今ここに関わっていることも同じことが，もし外部からこの請求があるということも

あるかと思いますので，公開するかしないかを申し上げているわけではなくて，そういったこと，

公開するようなことがあったときに，きちんとそういった資料が残っているかどうかということと，

きちんとした手順を踏んで，間違いないと言えるだけの準備ができているかということが大事かと

思っています。何もかも公開する必要はないとは思っているので，そこはきちんと判断すればいい

と思いますが，他の自治体でもそういったことで，教育委員会会議でかなり議論になっているとい

うことを聞いたので，我々の教育委員会会議ではそういうことは余り今までなかったので，とても

びっくりしたのですが，そういったような資料とか，公開をするときに困るような状況になってな

いかどうかを確認させていただければと思います。 

● 今，委員に言っていただきましたように，やはりこの教科書の選定に関わっては，適切な教科書

の選定を生徒の状況を踏まえて，適正で公正な形でやっていく必要があると考えております。今の

お話にいただいた，この選定委員会の議事に関わるところでありますとか，どういった意見がそこ

で出されているかということについては，教務主任研修が今年度もう一回ございますので，そうい

った中で選定委員会の在り方について，これまでも指導をして参りましたが，引き続き指導をして

参りたいと考えております。 

○ きちんとやってきていただいていると思いますが，先ほど言ったように，選定委員で外部の委員

を入れるであるとかといったところが，まだまだ毎年の課題のようになっていますが，こういった

それぞれの他の自治体の状況を見ると，やはり透明性というか，公開をすべきだということを考え

ておられる方もいらっしゃいますので，やはりあまりできないのです，うちはこういう状況ででき

ないのですということを，それぞれの御事情はあろうかと思うのですが，そういう時代ではないと

いうことをきちんと教務主任の先生方には御理解をいただいて，適切に，誰もが納得いくような選

定委員会が開けることをもっと強く指導していくべき時に今，教育委員会はあるのかなと思います。

ここから新しい学習指導要領が始まってきて，いろいろな教科書が様々な形で検定が加わっていく

ことになって，この手順がもっともっと多くなっていくと思います。だからこそ，どこかでほころ

びが出ないように，透明性を高めるということをより一層求めていければなと思っています。意見

です。 

○ この選定の在り方というか，選定資料について，前にも御意見を申し上げたことがあるのですが，

大変な労力を使って教科用図書の分析といいましょうか，この選定資料も作られていると思います。

御苦労様と思うのですが，前に申し上げたのは，ここに書いてある内容が，内容の特徴等，前向き

なことばかり書いてあるので，果たしてこれを選ぶときの参考にどのぐらいなるのですかといった

ことを申し上げました。大変な労力を使って，これだけのボリュームのものを作っておられるわけ

ですけれども，果たして本当に実態上，役に立っているのかどうかというところが，やはり改めて

気になるところです。 

検定済教科書を，まずスケジュールを見ても，高校側で調査研究をした後，選定資料を学校に配

付して，それを基に採択申請書を書いていくということだと思いますけれども，この選定資料の中

身も内容が基礎的か，標準的か，発展的かとか，分量が何章で構成されているとかといったような

ことは，教科書を高校の教員が見ればすぐ分かるぐらいのことかなとも思うのですけれども，内容

的なところもざっと見れば分かるのかなとも思います。この選定資料を作って，それを基に選定し
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てもらうというのが今のシステムだと思うのですけれども，本当に必要であれば結構ですが，形骸

化しているということがもしあれば，仕事をもう少し簡略化と言いましょうか，簡素化していただ

く方がいいのかなと思ったわけです。その点はいかがでしょうか。 

● 選定資料を作成する趣旨としましては，各校において，教科用図書の調査研究を十分に行ってい

ただきたいというところで，生徒実態や学科の特色を踏まえて，いかに選定をしていただくかの参

考資料としていただくものでございます。 

今，お話をいただきました内容につきましては，例えば数学でありますと，その生徒の実態とい

うのが高等学校の場合は非常に多様で，各学校において実態に応じて選定をする必要があったりし

ますので，その中でこの教科書，二つあるいは２者，３者と比較をする際に，解説が詳しいものが

よろしいのか，あるいは考え方が少しヒントとして与えられている教科書の特徴が適しているのか

というような，正に他者比較をする際に，その特徴を大きく掴んだものをこういう一覧表の形で示

すことで，先生方が教科のところで選定をされる際，あるいは選定委員会で説明をされる際の参考

になっていると考えております。選定理由書を今年も指導をするために点検をしてきた中で，その

選定資料を生かした記述がされているという箇所が各校に見られておりますので，活用はしていた

だいていると考えています。 

○ 活用してもらえる仕組み，意味のある仕組みを是非やっていただきたいと思います。 

 ちなみにこれは，実際の選定をする現場から，もう少しこういう中身の選定資料になればいいな

とか，そういうフィードバックみたいなことや，注文というか，そういう意見を聞くような場があ

ったりするのでしょうか。 

● 選定資料の作成に関わる委員会では，学校から委員を選出しておりますので，そういった意見も

踏まえて，どのような記述をすれば参考になるかというのは，毎年事務局の方で検討して，表現で

あるとか視点の精査というのは行っております。 

○ 特別支援教育に関わるところ，ここでは４ページですが，先ほど小学校の点字の教科書を見させ

ていただきました。高校の教科書については，小学校のところは残念なことに，１社しか点字の出

版をしていないという御説明をいただいたのですけれども，高校でもやはりその１社しか出版して

おらず，もうそれしか選べないという状況になっているのでしょうか。それとも数社あるのでしょ

うか。 

● 特別支援学校高等部の教科書につきましては，無償給与の対象ではございません。点字が必要な

生徒の場合，学校が選定した教科書で点字版の著作教科書がないものにつきましては，ボランティ

ア団体等に点字化を依頼するということもございます。その他視覚障害特別支援学校には，拡大版

の教科書が適している生徒もおります。また，文部科学省が音声教材を無償で提供しておりますの

で，それを学校でダウンロードして，それも使って勉強しているというケースもございます。 

◎ ほかはよろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

◎ では，本件については，ただ今の意見も踏まえて採択事務を進めていくということでよろしいで

しょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

◎ それでは，ただ今の意見を踏まえて，採択事務を進めてください。 

以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議５ 平成30年度に県立義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について  

 

◎ 続いて，報告・協議５，平成30年度に県立義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について，

西岡特別支援教育課長，説明をお願いします。 

● それでは，平成30年度に県立特別支援学校の小学部及び中学部で使用する教科用図書の採択につ

いて御説明します。 

来年度は，小学校及び特別支援学校小学部で「特別の教科 道徳」が完全実施となることから，

県立特別支援学校小学部で使用する「特別の教科 道徳」の教科書を採択する必要があります。ま

た，学校教育法附則第９条の規定による教科用図書，いわゆる絵本等の一般図書は，毎年度採択す

る必要があります。そこで，本日は，県立特別支援学校小学部で使用する小学校用教科用図書「特
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別の教科 道徳」の選定状況及び小・中学部で使用する一般図書の選定状況について御説明申し上

げます。 

まず，平成30年度に県立特別支援学校の小学部で使用する小学校用教科用図書「特別の教科  道

徳」の選定状況について御説明します。資料２ページを御覧ください。平成30年度に県立特別支援

学校小学部で使用する教科用図書の選定状況でございます。表は，横に障害種別ごとの校名，縦に

は検定済教科書，著作教科書，一般図書等，使用する教科書を示しています。上の表は，視覚障害，

聴覚障害，肢体不自由，病弱の特別支援学校です。小学校の教育課程に準ずる教育を行っており，

検定済教科書の「特別の教科 道徳」について，各校が選定した発行者はお示ししているとおりで

ございます。 

下の表は，知的障害特別支援学校の選定状況でございます。「特別の教科 道徳」については，３

校が検定済教科書を選定しております。 

続いて，３ページを御覧ください。平成29年度県立特別支援学校における教科書選定会議の状況

について示しております。全ての学校で教科書選定会議を設置し，その構成員は，教科用図書の採

択に直接の利害関係を有する者でないこと，特定の教科書発行者との関係を有する者でないことを

校長が確認済みでございます。 

続いて，５ページを御覧ください。県立特別支援学校における平成30年度使用小学校用教科用図

書の調査研究についてです。教科書選定に当たり，各校では，選定資料を参考に，種目別，障害種

別の観点に基づいて調査研究を行いました。 

続いて，各校が提出した選定理由について御説明します。資料６ページを御覧ください。視覚障

害特別支援学校である広島中央特別支援学校は，教出を選定しています。広島中央特別支援学校で

は，点字教科書を使用する児童には，文部科学省が著作教科書として作成する「特別の教科 道

徳」の点字教科書を使用します。この点字教科書の原典となる検定済教科書が教出であるため，教

出を選定しています。 

続いて，聴覚障害特別支援学校である広島南・尾道・呉南特別支援学校です。３校とも光文を選

定しています。代表として，広島南特別支援学校の選定理由について御説明します。スクリーンを

御覧ください。学校は，分冊がなく，授業時間内で聴覚障害の児童が読み，思考できる適切な量で

あること，教科書全体が問いを持つ，考える，まとめる，広げるという構成で，欄外に問題を考え

るための思考のポイントが示されるなど，児童が主体的に学ぶための工夫があるとしています。聴

覚障害のある児童は，音声情報の不足により，言語の習得や言語概念の形成に困難さがあり，文章

の読み書きに時間がかかる傾向があります。学校は，光文の教科書の特徴や工夫が聴覚障害のある

児童に適しているとしています。 

続いて，７ページを御覧ください。肢体不自由特別支援学校である広島，福山，西条特別支援学

校は，学図を選定しています。代表として，西条特別支援学校の選定理由について御説明します。

８ページを御覧ください。学校は，肢体不自由等の障害の理解に関わる教材が多数掲載されている

こと，別冊ノートに１時間分の学習活動が分かりやすくまとめてあり，学習の見通しを持つことが

できること，書き込み欄がコンパクトで，筆記の負担感が少ないこと，写真や図表等が多数掲載さ

れており，経験不足になりがちな肢体不自由の児童がイメージを持ちやすいこと等を挙げています。 

スクリーンを御覧ください。「ぼくのちかい」という教材でございます。肢体不自由のある男の子

が，周囲の人に親切にすることの大切さに気付くという内容の教材です。学図は，このような障害

の理解に関わる教材の掲載数が他社と比較すると一番多く，写真や図等の掲載数も２番目の多さで

した。 

次に，病弱特別支援学校である広島西特別支援学校は，日文を選定しています。学校は，教材ご

とに導入部分での発問，ねらいに迫る発問，学習を通して考えたことを振りかえる発問が示されて

おり，児童の主体的な学びを促す工夫があること，豊富な写真，絵，キャラクターによる学習ガイ

ド，学習の手引き等により，学習空白や経験不足がある病弱の児童が具体的な場面をイメージしや

すく，思考を引き出しやすいことなどを挙げております。こちらが日文の教科書で，「スポーツの

力」という教材です。病気のため義足となった人がパラリンピックの選手となり，その後，地震の

被災地で多くの子供を元気づけたという内容です。このように，障害のある人の生き方を取り上げ

た教材により，道徳的価値の理解と同時に，病弱の児童の自己理解を深めることができることも理

由としております。 

続いて，９ページを御覧ください。知的障害のある児童に検定済教科書を下学年で使用する尾

道・広島特別支援学校の知的障害部門，広島北特別支援学校についてです。例として，広島北特別

支援学校の選定理由を御説明いたします。広島北特別支援学校では，小学部６年間で第１から第３

学年用の３冊を使用する計画で学図を選定しています。こちらが学図の教科書です。学図は，読み

物と活動の２分冊で構成されており，分冊ノート「かつどう」に，失敗した友達にどんな言葉をか
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けてあげたいですかのような記載があります。このように，学んだことを実践することに重点を置

いていることについて，学校は，知的障害のある児童が自分の生活に結び付けて考え，実践する学

習を展開するのに適していると評価しています。こちらは第３学年用の教科書です。学図は，この

ような挿絵や写真が２番目に多く，学校は，児童が場面や心情を理解しやすいことも理由に挙げて

います。 

続いて，知的障害のある児童又は生徒の教育課程を編成している特別支援学校の小学部及び中学

部における平成30年度に使用する文部科学省著作特別支援学校知的障害者用教科書及び一般図書の

選定状況について御説明します。11ページを御覧ください。中央の表にございますように，知的障

害のある児童生徒の国語，算数，数学，音楽については，知的障害者用の著作教科書が発行されて

おり，これらを選定します。著作教科書が使えない実態，あるいは発行されていない教科の場合に

は，市販の絵本等の一般図書を選定します。 

12ページを御覧ください。一般図書について，学校は，ここに示す知的障害者である児童生徒の

実態及び教科書選定の観点に基づき，選定資料を参考に，十分な調査研究を行います。 

13ページを御覧ください。一般図書の選定状況です。一般図書は，原則文部科学省の平成 30年度

用一般図書一覧から選定することとしており，表の一番下にございますように，小学部では260点中

205点，中学部では189点中150点の図書を一般図書一覧から選定しています。 

なお，小学部の選定状況は，資料の14から22ページに，中学部は23から29ページに示しておりま

す。 

続いて，30ページを御覧ください。ここから35ページまで，障害種別ごとに５校を挙げ，「特別の

教科 道徳」として選定した図書及び選定理由を太枠で囲んでお示ししております。30ページの知

的障害特別支援学校である三原特別支援学校を例に御説明いたします。表の一番下，太枠部分に，

福音館の「そらいろのたね」という一般図書を選定しております。一般図書は，道徳の指導を目的

としてつくられているわけではないため，内容項目を示す欄を様式の中に設けました。「小道１２

（６）（11）」とありますのは，小学校第１，２学年です。（６）とは，「身近にいる人に温かい心で

接し，親切にすること」，（11）は，「自分の好き嫌いにとらわれないで接すること」という内容項目

を表しております。学校は，選定理由として，親しみやすい子供や動物が登場し，繰り返しのやり

とりも含まれているので，内容を理解しやすい。男の子やキツネの行動から，お互いの気持ちを考

え，人に親切に接することの大切さを学ぶことができるとしています。 

以上，県立特別支援学校小学部で使用する小学校用教科用図書「特別の教科 道徳」の選定状況

及び小・中学部で使用する一般図書の選定状況について御説明しました。事務局におきましては，

選定された図書が学習指導要領にのっとり，児童生徒の障害の状態等において，最もふさわしい内

容のものであるかどうかを精査し，指導・助言を行って参りました。また，この選定状況を８月７

日に開催しました教科用図書選定審議会に諮り，意見を聴取したところでございます。本日，教育

委員の皆様方から最終的な指揮をいただき，これを踏まえ，教育長が決定することとしております。

その採択結果につきましては，９月の教育委員会会議で報告させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

◎ ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

○ それぞれの学校で障害の状況に適合したというか，適切な教科書を選ばれようとしているのだな

という状況がよく分かりました。 

９ページのところで質問をさせていただければと思うのですけれども，知的障害のある特別支援

学校で教科用図書を選ばれている学校が３校挙がっていまして，広島特別支援学校は，４年生から

６年生に対して１年生の教科書を使用するという内容になっていて，広島北特別支援学校について

は，３，４年生は２年生用，５，６年生は３年生用という感じで，学校によって少し幅がある状況

が見てとれるのですけれども，これもやはり，それぞれの学校に在籍する児童の状況を見て選ばれ

たと理解してよろしいでしょうか。 

● 知的障害のある児童生徒に接する場合に，特に今回，知的障害特別支援学校小学部で道徳が入る

わけでございますけれども，こちらは小学校にあるような道徳の時間を設定して指導するのではな

く，各教科を合わせた指導，例えば，生活関連学習，遊びの指導の時間などに，道徳の内容をその

中で指導するということになっております。学校によりましては，それを読み聞かせをしたり，遊

びの中で子供たちに絵本に直接触れさせたり，あるいは劇遊び，動作化をさせたりするなど，様々

な指導場面を各校検討しております。 

例えば，文字情報はまだ難しい低学年のうちから，先生が読み聞かせをしながら指導するという

のが尾道特別支援学校，広島北特別支援学校の例でございます。広島特別支援学校につきましては，

１，２，３年生は，絵本等の一般図書を選定しておりまして，３年生までは，それを授業に使用し，

４年生からたくさん教材が入っている検定済教科書を使っていくということにしており，各校の使
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い方が反映されていると考えております。 

○ 一般図書の方ですが，「ノンタンぶらんこのせて」というのは，すごくたくさんの学校が選ばれて

おられますが，中には一つの学校だけが選ばれたものもかなりの数がありまして，この辺のところ

の学校間の情報交換といいますか，あの本は良いよとか，あの本は知っていますかとか，そういう

学校間の情報交換みたいなものはあるのですか。 

● この一般図書一覧には，これまでも特別支援学校が他の教科の教科書として使っていたものも多

く含まれております。ですから，それらの図書については特別支援学校にはかなり情報があると思

いますが，道徳の教科書として使用するのは平成30年度からが初めてでございますので，実際に使

ってみて，こんな使い方をしたら効果があったなどということは，今から学校間で情報共有ができ

るものと考えております。県教育委員会といたしましても，様々な研修を通して，その情報交換が

スムーズに行われるようにしていきたいと思っております。 

◎ ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

◎ それでは，本件については，ただ今の意見を踏まえて，採択事務を進めていっていただくという

ことでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

◎ それでは，ただ今の意見を踏まえて採択事務を進めてください。 

以上で本件の審議を終わります。 

以上で，本日の会議の全ての日程を終了いたします。 

 


