
１ 

平成２６年第８回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年８月４日（月）東村山市教育委員会を市民センター第

１・２会議室に招集した。 

〇出席委員は、下記のとおりである。（５名）  

  町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 子、森 純 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１７条第２項により助

言のために出席した者は次のとおりである。 

  教育長 森 純 

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 曽 我 伸 清 指導主事 石 田 玲 奈 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 指導主事 中 野 貴 博 

教育部次長 川 合 一 紀 社会教育課長 平 島 亨 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

学務課長 佐 藤 道 徳 公民館長 前 田 寿美子 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

指導主事 木 下 信 久    

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 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２４号 平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係

る答申・採択について 

 議案第２５号 東村山市「いじめ防止等のための基本的な方

針」の策定について 

 議案第２６号 東村山市スポーツ優秀選手表彰 

 

報告事項 

①「平成２５年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査結果」について（指導室） 

②平成２６年度東村山市立学校におけるいじめの実態調査につい

て（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

④学校図書館専任司書の活用状況について（指導室） 
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⑤八国山芸術祭について（社会教育課） 

⑥その他 

午後２時００分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第８回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。 

  それでは、本日の署名委員を小関委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会の定例会でございますが、初めに指

導主事の発言について御許可をいただきたいということと、それから

定例会の傍聴の希望者が３０名いらっしゃいますので、傍聴の許可に

ついてあわせてお諮りいただきたいと思います。 

○町田委員長 ただいま指導主事の発言についてと傍聴の申し出があり

ました。許可をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、休憩いたします。 

 

午後 ２時０１分 休憩 

 

午後 ２時０４分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

まず、傍聴の方に申し上げておきます。本定例会におきましては録

音、撮影等の許可はいたしませんので、御了承願いたいと思います。

また、携帯電話の電源をお切りいただきますようお願いいたします。 

それでは、議事日程に従いまして、進めさせていただきたいと思い

ます。 

議案第２４号、平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の答申・採択についてを議題といたします。 

提案説明をお願いいたします。 

○川合教育部次長 それでは、議案第２４号、平成２７年度使用東村山

市立小学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係

る答申・採択について。上記の議案を提出する。平成２６年８月４日

提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。 

平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級教
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科用図書の調査・研究に係る答申・採択について。 

平成２７年度から使用する東村山市立小学校の教科用図書及び平成

２７年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級の教科用図書

採択について議決を得たい。 

説明。平成２７年度から使用する東村山市立小学校の教科用図書及

び平成２７年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級の教科

用図書の調査・研究について、平成２６年５月２２日に教科書選定運

営委員会に対して諮問を行った。その後、平成２６年７月２２日に行

われた教科書選定運営委員会において答申を受けたものである。 

ついては、平成２７年度から使用する東村山市立小学校の教科用図

書及び東村山市立小・中学校特別支援学級の教科用図書採択のため本

案を提出するものである。 

ここで、答申までの経過及び採択するための資料などについて御説

明をいたします。 

初めに、教科書採択までの経過についてですが、平成２６年５月２

日に開催されました教育委員会において、第１９号議案として提出を

させていただきました、平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書の採択要綱を決定していただきました。

その要綱に基づきまして、５月２２日に第１回教科書選定運営委員会

を開催し、平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中学校特別支

援学級教科用図書の調査・研究について諮問したところでございます。 

諮問の内容は、小学校の教科用図書の調査・研究につきまして「見

本本が届いているすべての教科書について調査・研究を行うこと」、

「学習指導要領の目標等を踏まえて、内容や構成、分量、表現、表記

などの７項目について調査・研究を行うこと」をお願いいたしました。 

また、小・中学校特別支援学級用の教科書の調査・研究につきまし

ては、学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別や児童・生徒の実態

等を考慮して、文部科学省著作教科書及び学校教育法附則第９条によ

る教科書について、内容や構成、分量、表現、表記などについて調

査・研究をしました。 

基本的な方針といたしましては、各教科書会社の良い点を見つけ出

すということに視点をおいて、調査・研究を行っていただきました。 

具体的な調査・研究にあたりましては、次にあげる４点について調

査・研究資料を作成いたしました。１点目は、「学習指導要領のねら
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いや、東村山市立小学校に在籍している児童の実態を踏まえた基礎

的・基本的な内容を押さえたものであるかどうか」。２点目は、「基

礎的・基本的な内容の定着を助ける構成や分量であるか」。３点目は、

「児童の発達段階を考慮した分かりやすい表記や表現がなされている

か」。４点目は、「使用上の便宜として、児童が使いやすい工夫がな

されているか」という点でございます。 

なお、教科書選定運営委員会は委員長１名、各教科等教科書調査委

員長１０名のほか、公正・中立を確保し開かれた教科書採択を行うた

めに有識者を２名、保護者代表の方２名を加えた１５名で構成をさせ

ていただきました。 

次に５月２２日の教科書選定運営委員会の開催後に、第１回の教科

書調査委員会を開催し、各教科書についての調査・研究の内容につき

まして、教育委員会として説明させていただいたところでございます。

それらを受けまして、各調査委員会は６月３０日までの間に３回から

５回にわたりまして、全体会や分科会を開催し、調査・研究を行って

いただきました。 

また、開かれた教科書採択を行うために、今回は６月１日から７月

２日までの期間、本市の図書館全館を活用して見本本も展示するとと

もに、そこにアンケート箱を設置させていただいたことにより、保護

者や市民の方々の意見を直接いただけるようにいたしました。アンケ

ートの結果につきましては、４４名の方からの御意見等をいただきま

した。その内容につきましては、集約したものを本日御用意させてい

ただいたところでございます。 

続いて、７月２２日には第２回教科書選定運営委員会を開催し、各

調査委員長からの調査・研究の御報告をいただき、それに基づき答申

及び調査・研究資料についての協議・作成をしていただきました。 

なお、教科書選定運営委員会からの答申と調査・研究資料におきま

しては事前にお渡しし、御覧いただいたところでございます。 

以上が答申までの経過でございます。 

それでは、本日配付させていただいた資料について説明いたします。 

まず、議案書を開いていただきますと、小学校における各教科の教

科書会社の一覧表があります。また、特別支援学級用の教科書として

教科書選定運営委員会の作成した教科用図書の一覧表を調査・研究資

料の４１ページから５４ページまで添付させていただきました。また、
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市民の方々からいただいた教科用図書について、アンケートを集約し

たものも配付させていただきました。これらが本日配布させていただ

いている資料でございます。 

次に、教科書の採択におきましては、本市の公立学校で使用する教

科用図書を採択する権限につきまして、本市教育委員会にあることか

ら、本日の教育委員会で説明をさせていただきました教科書選定運営

委員会の方針や、また市民の方からいただきましたアンケートの内容

等を踏まえていただき、教育委員の方々で審議をしていただければと

思っております。その結果、平成２７年度から４年間使用する東村山

市立小学校の教科用図書及び平成２７年度に使用する小・中学校特別

支援学級用の教科用図書の決定をお願いしたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○町田委員長 教育部次長より答申までの経過と採択についての説明を

していただきました。それでは、小学校の各教科の教科用図書、小・

中学校特別支援学級教科用図書の採択について、具体的に説明をいた

だきたいと思います。 

○川合教育部次長 それでは、初めに全体の提案をさせていただきまし

てから、その後に教科ごとの採択をお願いしたいと思います。 

○町田委員長 それではよろしくお願いします。 

○川合教育部次長 では、続けさせていただきます。 

具体的な採択に入りますけれども、初めに小学校の国語につきまし

ては東京書籍、学校図書、三省堂、教育出版、光村図書の５社につい

て、審議並びに決定をお願いいたします。 

また、書写につきましては６社、社会につきましては４社、地図に

つきましては２社、算数につきましては６社、理科につきましては５

社、生活につきましては７社、音楽につきましては２社、図画工作に

つきましては２社、家庭につきましても２社、保健につきましては５

社について審議並びに決定をお願いいたします。 

最後に、小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学

校特別支援学級教科用のものとして、国語・書写が全部で３２点ござ

います。社会・地図が２点、算数が１８点、理科が１点、生活科が１

点、音楽が１点、図画工作が１点、保健が１点、そして生活が３６点

の計９３点でございます。 

中学校特別支援学級用といたしましては、国語・書写が６点、社
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会・地図が６点、数学が３点、理科が２点、英語が３点、音楽が２点、

美術が３点、技術・家庭が３点、保健体育が２点の計３０点でござい

ます。 

また、学校教育法附則第９条の規定による教科書が小学校で７６点、

中学校で２５点ございます。文部科学省の検定本につきましては、小

学校が１７点、そして中学校は５点でございます。 

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、審議並びに決定をよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 以上で説明が終わりました。本日の採択に至るまでと、

詳しく審議の模様を御報告いただきました。 

各教科書のそれぞれの内容につきましては、教科書選定運営委員

会で作成した資料を基に、我々も勉強させていただきました。我々の

立場といたしましては、教科書を採択する責任を負っておりますから、

教科書選定運営委員会の答申をいただく前から、教育委員用としての

見本本を拝見させていただきました。これを個々の委員で十分に検討

しながら、教科書選定委員会の報告をいただきました。 

その後、それぞれの教科書の内容について認識を深めてまいりま

した。その結果に基づいて、本日、各委員からのお考えをお伺いした

上で、教科ごとに１点ずつ本市で使用をする教科書を決定していきた

いと考えておりますので御協力をお願いいたします。 

○川合教育部次長 それでは順次、国語より審議いただきたいと思いま

す。 

国語は東京書籍、学校図書、三省堂、教育出版、光村図書の５社に

ついてです。審議並びに決定のほど、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明いただきました国語につい

て、早速、審議に入ります。各委員の意見をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○當摩委員 ここに至りますまで、本当にいろいろと調査・研究をして

いただきました。また、教育委員が各教科書を理解しやすいように資

料を作っていただきまして、ありがとうございました。 

国語は５社のものを事前に読ませていただいて勉強いたしました。

率直に申し上げますと、国語は学校図書の教科書が良いと思いました。

物語文の選定がとてもよく、代表的な作品があり、児童にとって興味
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がもてる内容となっているなと感じました。更に、きれいなイラスト

や写真が多く、児童にとって内容をイメージしやすくなっていると感

じました。 

また、新出漢字の欄には筆順が記載されておりまして、児童が基

礎・基本をしっかりと押さえることができるように工夫されていると

思いました。 

５社ともとても優れたものでしたが、内容や表記・表現、構成など

から判断して、学校図書を推したいと思っております。 

以上でございます。 

○町田委員長 分かりました。 

當摩委員からは学校図書について推薦がございました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○小関委員 今、當摩委員から学校図書が良いという御説明がありまし

た。確かに物語文の選定や、児童が内容をイメージすることができる

美しい写真・イラスト等が使われている点では私も同感です。一方で、

東京書籍もどの学年にも言葉の力コーナー等のまとめがあって、なか

なか工夫をされていると思いました。 

ただ、私が一番推したいのは光村図書の教科書です。教科書全体の

構成に大変創意工夫がなされていると思います。この全体の構成はと

ても大事だと私は思っています。児童の発達段階に合ったねらいと教

材のバランスが図られていて、内容の質がとても良いと感じています。

また、著名な作品に関する教材が充実しています。 

話す・聞く・書く・読むという単元配置が非常に適切で、前の時間

に学習し習得した力が次の時間の学習で活用できる構成になっている

と思います。 

更に、表現・表記については、内容をイメージしやすい優しくて好

感がもてるイラストが多く、また、漢字の一覧が単元ごとに表示され

見やすくなっています。そして、学習のめあてが単元全体を見通して

書いてあり、児童にとって非常に分かりやすくなっています。 

更には、東村山市の児童には指示語が示すものを的確に捉えること

や、二つの資料を比較・関連付けて読み取ることに課題があると報告

を受けています。光村図書は文学的な文章や説明的な文章を扱ってい

る数が５社の中で群を抜いて多いので、本市の児童の実態からはより

多くの文章に触れることが必要だと考えているため、この点も良いと
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思いました。 

このような理由で、学校図書や東京書籍も大変分かりやすく優れた

教科書で、とても工夫がされていると思いますが、私は光村図書が良

いのではないかという考えをもっております。 

以上です。 

○町田委員長 光村図書という御意見ですが、これは市民のアンケート

の中にも、本市の児童や先生方も使いやすいという意見が出ている教

科書でした。 

それでは、吉村委員いかがでしょうか。 

○吉村委員 私も光村図書が良いと思っています。 

５社の中で学校図書と東京書籍、光村図書の３社が非常に使いやす

い教科書かと思っております。その中で、光村図書は著名な人物や作

品を取り扱った教材が多く、「単元目標が明確に示されている。」

「色や線で囲われているところが多いので見やすく、意欲を喚起でき

る。」「考察しやすいようになっている。」「単元で押さえてほしい

ところがしっかり書かれている。」など、児童の発達段階を考えると

きに、学習への導入がしやすくなるような単元の配列になっておりま

す。 

私としましては、小関委員と同じく光村図書が採択するのにふさわ

しいと思っております。 

○町田委員長 分かりました。重ねて光村図書の推薦でございました。 

  教育長いかがですか。 

○森教育長 国語の教科書でございますけれども、當摩委員からは学校

図書、小関委員と吉村委員からは光村図書の御推薦がございました。 

私は東京書籍も非常に良いと思っております。なぜかといいますと、

学校図書や光村図書と同様に代表的な作品がございまして、児童にと

って興味がもてる内容になっていると感じているからでございます。 

また、既習事項を生かして学習ができるような記述があるため、児

童にとってつながりをもって学習に取り組める工夫がなされておりま

す。更には内容が多く、発展的学習に取り組める児童にとってよいと

感じております。 

ただ、光村図書の方が著名な作品に関する教材が充実していたり、

あるいは児童の発達段階にあったねらい、教材の工夫が図れていると

感じているところです。 
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それらを総合的に判断しますとなかなか難しいのですが、私といた

しましては光村図書が良いのかなと感じているところでございます。 

○町田委員長 分かりました。 

国語につきましては学校図書と光村図書の２社に意見が分かれてお

りますので、ここで採決をとりたいと思います。 

それでは、学校図書を採択する旨、賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 では、続きまして、光村図書の採択をする旨、賛成の方

の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 それでは、賛成者多数により国語は光村図書に決定させ

ていただきたいと思います。 

では、次へ進みます。 

○川合教育部次長 引き続きまして書写でございます。書写は東京書籍、

学校図書、三省堂、教育出版、光村図書、日本文教出版の６社でござ

います。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ただいま、教育部次長から説明いただきました書写につ

いて、審議に入りたいと思います。各委員からの御意見をお聞かせ願

いたいと思います。 

○吉村委員 書写の指導は、児童一人一人の個々の技術を伸ばすという

観点での指導が大切な教科だと考えております。光村図書は「習った

ことのまとめがあって良い」「筆の力の入れ方のポイントもわかりや

すい」「練習スペースがあって良い」などの点が優れていると思いま

す。更に、国語の教科書との関連を活かした指導を行うことができる

ため、光村図書を推したいと思っています。 

○町田委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

○小関委員 吉村委員がおっしゃったように、国語の教科書との関連を

考えれば、国語が光村図書と決まりましたので同様に光村図書が良い

かと思います。 

ただ、光村図書はほかの教科書と比べて文字の組み立てや文字の

形を取り上げている項目がやや少ないと思っております。全体の流れ

はとても良いのですが、その項目について指導の中でどう配慮をする

かという点が心配です。 

○町田委員長 ほかにいかがでしょうか。 
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○當摩委員 私はすべての教科書が本当に素晴らしく、甲乙付けがたい

出来栄えですので１社に絞ることがすごく難しいと感じました。 

しかし、やはり国語の教科書との関連を考えますと、光村図書が良

いかと思います。 

○町田委員長 光村図書という意見が多いようですけれども、教育長は

いかがでしょうか。 

○森教育長 私も光村図書が良いかと思っております。国語の教科書が

光村図書だからという単純なことだけではなく、書写の指導は児童一

人一人の、個々を伸ばすという観点での指導が非常に大切な教科であ

り、情報量が多いことよりも、洗練された情報が掲載されていること

が重要ではないかと思っております。 

全体の流れも良いので私は光村図書を推薦したいと思います。 

○町田委員長 分かりました。 

それでは、採決をとりたいと思います。 

光村図書を採択することに賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、書写に関しましては光村図

書に決定いたします。 

それでは、次へ参ります。 

○川合教育部次長 それでは引き続きまして社会科でございます。社会

科は東京書籍、教育出版、光村図書、日本文教出版の４社でございま

す。 

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明いただきました社会科につ

いて、審議に入ります。各委員からの御意見を願います。 

○吉村委員 社会科は４社見させていただきました。日本文教出版、東

京書籍、光村図書それぞれに工夫がなされていますが、その中でも教

育出版は視覚的に優れていると思いました。 

社会科では、知識や技能だけではなく、思考力や判断力、表現力、

そして課題の発見力、問題の解決力などが確かな学力として求められ

ております。そういった意味では教育出版はグラフや地図、写真やイ

ラストには読み取りのための着目ポイントが示され、資料活用を支援

する配慮がなされており、児童の思考力や判断力、表現力を向上させ

る手だてが示されていると思います。 
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日本文教出版は、一つの単元ごとに色合いが決まっていて見やすい。

また、光村図書は囲み記事や資料が多すぎることなく、簡潔に内容が

表記されているといったそれぞれの良いところはあるのですが、やは

り教育出版が良いのではないかと思っております。 

○町田委員長 教育出版を推薦するという御意見でした。 

當摩委員いかがでしょうか。 

○當摩委員 私も、吉村委員の御意見とかなり似た考えをもっておりま

す。 

教育出版は確かに問題解決型の学習に力を入れていて、とても良い

教科書を作ろうとしていることが伝わってきました。その点におきま

して教育出版はとても良い教科書だと思いました。 

しかしながら、東京書籍も「つかむ」「調べる」「まとめる」「活

かす」という学習段階を明記していまして、各小単元を「まとめる」

ところではノート例やグループ活動など、多様なまとめ方が紹介され

ているという良さがあると感じております。東京出版のこういったと

ころに興味をもちました。 

しかし、やはり吉村委員と同様に教育出版が良いというのが私の考

えでございます。 

○町田委員長 分かりました。 

  小関委員、いかがでしょうか。 

○小関委員 私は東京書籍が良いかと思います。 

子供の問題意識を本当に大切にしている点もありますし、子供たち

が学習のまとめを行う際、自由に、多様な方法でまとめることができ

る形式をとっているので、私は東京書籍を推薦したいと思います。 

○町田委員長 私は、どの教科書も内容的に遜色がないと感じましたけ

れども、私が注目をしたのは２点あります。 

まず１点目は、社会科では児童にとって身近なところから迫ってい

くことが大切であるというところです。この点で、東京書籍、教育出

版が優れていると感じております。 

また２点目は、昨年度に一部の改訂がなされた中学校、高等学校に

おける社会科の学習指導要領で、領土問題や災害時の関係機関の連携

について追記がなされているところです。どの教科書も竹島や尖閣諸

島にかかわる記載はありますが、領土問題や東日本大震災のことにつ

いて多く取り上げられているのは教育出版の教科書でした。東京書籍
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も良いのですが、吉村委員がおっしゃるように、問題解決型の展開を

重視し、本市の児童の思考力や判断力、表現力を向上させるという点

では教育出版が良いと考えております。 

ほかにいかがでしょうか。 

○森教育長 私もどの教科書を取り上げても遜色ないと思っております。 

しかしながら、町田委員長がおっしゃったように、教育出版には大

事なことがかなり入っていると思っております。 

その一つといたしましては、本市にある国立療養所全生園に関する

内容の記載でございます。全生園につきましては教育出版と光村図書

の２社で取り上げておりますが、教育出版では全生園にかかわる学習

内容が単元の流れの中にきちんと位置付けられております。これは、

基本的人権について児童が理解をする上での手助けになるものだと考

えますので、本市の児童にとってどの教科書が良いのかを総合的に考

えますと、教育出版がよろしいかと思っております。 

○小関委員 今、全生園のお話が出ましたが、本市のことを考えれば確

かに教育長がおっしゃるとおりだと思います。 

○吉村委員 私も同感です。全生園が記載されているのは大きいと思い

ます。 

○町田委員長 分かりました。 

それでは、採決をさせていただきたいと思います。 

教育出版が良いと思う方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、社会科は教育出版に決定させて

いただきます。 

では、次に進みます。 

○川合教育部次長 引き続き、地図でございます。地図は東京書籍、帝

国書院の２社になります。よろしく審議のほど、お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明をいただきました地図につ

いて、審議に入りたいと思います。各委員の意見をお願いします。 

○吉村委員 地図は２社ですね。地図ですので、まさに地図そのものと

して見やすさや使いやすさという部分から考えさせていただきました。

そうした中で、東京書籍もよくできていると思いますが、帝国書院の

地図のほうが目的別資料図が数多く掲載されており、情報量が多く、

調べ学習にも対応できるようになっていると感じました。また、断面
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図や鳥瞰図が多く、空間をとらえやすくする工夫がなされており、地

図の色分けがはっきりしていて見やすくなっております。この２社を

比べた場合には、帝国書院が優れていると私は思いました。 

○町田委員長 ただいま帝国書院について推薦をいただきました。 

ほかはいかがでしょうか。 

○當摩委員 私もほぼ吉村委員と同じ考えです。 

吉村委員の意見に少し付け加えさせていただきますと、帝国書院は

教科書と同じサイズで、子供たちにとって使いやすいと思います。授

業の際に社会という教科は、教科書に加えて副教材を持ち歩くことが

多いと思いますので、子供にとって持ち運びやすさを考える必要があ

るとも思います。本当に両方とも優れていますが、私は帝国書院が良

いかなと思っております。 

○町田委員長 分かりました。吉村委員と同じ考えということで御賛成

の意見を伺いました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○小関委員 両方とも大変見やすいとは思いますが、當摩委員よりサイ

ズ・使いやすさというお話がありましたが、そういう点では帝国書院

が良いかと思います。 

○町田委員長 使いやすさでも良いというお話をいただきました。 

 教育長いかがでしょうか。 

○森教育長 資料などの情報量が多いこと、空間をとらえやすい工夫が

なされていることなどを考慮いたしますと、私は帝国書院が良いと思

います。 

○町田委員長 それでは、採決を行いたいと思います。 

帝国書院を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員、帝国書院ということで御賛成をいただきました。 

地図に関しましては、帝国書院を採択することに決定させていただ

きたいと思います。 

それでは、次へ参ります。 

○川合教育部次長 次は算数でございます。算数は東京書籍、学校図書、

教育出版、日本文教出版、啓林館、大日本図書の６社でございます。

よろしく審議のほど、お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま、教育部次長から説明いただきました算数につ
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いて、審議に入りたいと思います。各委員からの御意見をお願いした

いと思います。 

○小関委員 児童が算数を好きになる、嫌いになるといったことについ

ては、算数の学習に使用している教科書の影響がとても大きいと思い

ます。 

今回、６社とも「理数教育の充実」といった今日の課題にしっかり

応え、大変力を入れて作っていると思いました。 

その中で、私は東京書籍と啓林館、教育出版の３社は特に注目させ

ていただきましたが、教育出版が良いのではないかと思います。 

理由を言いますと、算数的活動を軸とした問題解決型のスタイルを

授業展開の中心にしていまして、１ページの中に内容をまとめること

によって、児童が学習に取り組みやすい構成になっています。 

また、既習事項を活かした考えるヒントや、発展的な見方を促す考

え方のヒントが吹き出しで示されていて、児童が主体的に学習に取り

組むことができる工夫がされています。 

更には、各巻末の「ステップアップ」の問題には解答が掲載されて

います。子供たちは理解の早さや習熟の程度が様々異なりますが、子

供たち一人一人が自分の力に合わせて各単元で使えるようになってい

ると私は評価しています。そのような点で私は教育出版の教科書を推

したいと思っています。 

以上です。 

○町田委員長 教育出版という御意見でございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

○當摩委員 小関委員から、教育出版では算数的活動を軸とした問題解

決のスタイルが優れているとお話いただきましたが、私の考えでは啓

林館の教科書も算数的活動が充実しているととらえております。 

また、昨年度東京都が実施した学力調査の結果からは、数量関係

の問題に課題が見られております。数量関係では、数直線に抵抗感を

示す児童も多いと聞いております。東京書籍や教育出版では４年生か

ら数直線を扱っています。啓林館では各単元末の「たしかめ」や復習

問題を通して、既習事項を反復練習することによって、基礎・基本の

定着を図ることができるように構成されていると思います。 

更に、本市の児童の実態から考えますと、問題の量が余り多すぎず

に、内容も平易なものであるという点でも、私は啓林館が良いという
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考えをもちました。 

○町田委員長 啓林館を推薦するということですね。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○吉村委員 私はどちらかというとシンプルで、分かりやすい教育出版

が良いと思っております。小関委員が説明した事柄に加えて、児童が

見やすいように文字は太字のゴシック体で表記されていたり、文章を

読みやすくするために改行されていたりしています。大事なところは

赤字にしたり、各単元の学習が１ページで構成されているところも分

かりやすさにつながっていると思います。啓林館、東京書籍、学校図

書も確かによくできている教科書だと思いますけれども、私は教育出

版が良いのではないかと思っております。 

○町田委員長 分かりました。教育出版ですね。 

○森教育長 今回、６社の教科書を見させていただきましたが、どの教

科書も遜色ないと感じております。 

ただ、本市におきましては、平成２４年度から児童・生徒の算数、

数学的な基礎学力の向上に向けて基礎学力向上推進委員会を立ち上げ

まして、「東村山市版算数基礎ドリル」を作成いたしました。市内の

全小・中学校に配付することによりまして、学校の様々な学習場面で

活用をいただいております。このドリルは現在も作成、検証作業を続

けておりまして、来年度以降も同様の活動を継続していくことが決定

をしております。 

このドリルの作成にあたりましては、問題等の表記・表現方法や単

元の構成の仕方などは子供たちにとって分かりやすいように、現在、

児童が使用している教育出版の教科書の表記・構成を参考にして作ら

れている実態がございます。 

本市の子供たちの実態や、基礎・基本の確実な定着について総合的

に考えますと、教育出版を推したいと私は思っております。 

以上です。 

○町田委員長 當摩委員。このような意見が出ていますがいかがでしょ

うか。 

○當摩委員 そうですね。本当に算数基礎ドリルは本市の子供たちにと

っての学びの基礎・基本の宝物だと感じております。 

○町田委員長 分かりました。 

それでは、採決を行いたいと思います。 
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教育出版を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 それでは、全員賛成ということで、算数に関しましては

教育出版を採択することに決定させていただきます。 

では、次へ参ります。 

○川合教育部次長 引き続きまして、理科でございます。理科は東京書

籍、学校図書、教育出版、啓林館、大日本図書の５社でございます。

よろしく審議いただきますよう、お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明いただきました理科につい

て、審議に入ります。各委員からの御意見をお願いいたします。 

○當摩委員 本当に５社ともよくできていると感じましたが、この中で

私が着目したものは２社ございます。それは東京書籍と学校図書です。 

まず東京書籍ですけれども、問題解決型の過程を児童が意識できる

ように、学習の流れが非常に分かりやすく示されているなと感じまし

た。単元の初めに既習事項や日常生活を想起させるようなコラム、身

近な自然現象としてとらえることができるようにするための活動が書

かれています。これは理科の学習の中ではとても大切なことだと思っ

ております。 

次に学校図書ですが、１ページの分量が適切で、ポイントが分かり

やすく表記されています。また、問題解決の流れがサイドバー上に示

されており、学習過程が分かりやすく工夫し、単元の初めにめあてや

小単元、既習事項を掲載することにより学習の見通しがもてるように

なっています。 

「理数教育の充実」を図っていく上では、科学を学ぶことの意義や

有用性を実感して、科学への関心を高めていくことが不可欠ですが、

２社とも問題解決に向けての過程を児童が認識できる、意識できるよ

うにする学習の流れが示されていると思います。本当に甲乙付けがた

いのですが、この２社を比べまして東京書籍を推したいと考えました。 

いずれにしても５社とも、現在、子供たちが理科離れしている中で、

いかに興味をもたせるかという工夫がよくなされたとても良い教科書

だというのが私の感想でございます。 

○町田委員長 分かりました。では、東京書籍が良いという御意見です

ね。 

○森教育長 當摩委員から東京書籍、学校図書の２社が良いという御意
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見をいただきましたが、確かにこの２社は良いと私も感じました。 

また、学校図書の教科書もなかなか良いと思います。特に巻末に

「記録する」というコーナーがございまして、ノートの取り方や、観

察記録の付け方が非常に分かりやすく、丁寧に書かれているので、理

科を教えることが苦手な先生にとっても参考になると思います。 

しかしながら、この２社を比較してみますと、やはり東京書籍が良

いのかなと思いました。なぜかと具体的に申し上げますと、本市の児

童の実態を考えて、情報量が多すぎない教科書が合っていると私は常

に感じております。また、他の教科の指導の流れを考慮した単元の配

列にもなっているため、他の教科との関連を図った指導を行うことも

できると思います。 

更には、東京書籍は中学校での指導の流れも考慮した単元配列にし

ているため、理科教育の中学校への接続が自然になるのではないかと

感じているところでございます。 

従いまして、東京書籍が良いと考えております。 

○町田委員長 分かりました。東京書籍が良いという意見でした。 

小関委員はいかがでしょうか。 

○小関委員 今、大きく２社を推す意見がございましたが、私はユニバ

ーサルデザインの観点で比較してみました。東京書籍はユニバーサル

デザインを非常に配慮していまして、児童にとって分かりやすい文字

の大きさが工夫されていたり、読みやすくなるように文や言葉のまと

まりで改行されています。途中で、「調」「べ」のようにならないよ

うになっています。また、活動の様子がイメージしやすいようなイラ

ストや写真が掲載されているので、児童の学習意欲を高めることがで

きるとも考えました。この点からも私は東京書籍が良いのではないか

と思います。 

○町田委員長 分かりました。２社とも良いが、本市の児童の実態をと

らえ、より分かりやすい教科書を選択するとなると、東京書籍が良い

ということですね。 

それでは吉村委員、いかがでしょうか。 

○吉村委員 私は５社とも良いと思っています。説明がなかった啓林館

も「構成がしっかりして分かりやすい」「付録や資料等の工夫が楽し

く学習が進められる」といった特徴があると思います。 

しかし、私が勧めたいのは学校図書です。これは、「デザインが本
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格的で理科らしい」「児童が実験している写真が多く、イメージがつ

かみやすい」といった特徴があるからです。私はどちらかといえば学

校図書が良いと思います。 

○町田委員長 ２社に意見が分かれておりますので、東京書籍と学校図

書の２社について、採決を行いたいと思います。 

東京書籍を採択する旨、賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 それでは、賛成多数のため理科は東京書籍を採択するこ

とに決定したいと思います。よろしくお願いします。 

では、次に参ります。 

○川合教育部次長 次は生活科でございます。東京書籍、学校図書、教

育出版、光村図書、日本文教出版、啓林館、大日本図書の７社でござ

います。よろしく審議のほど、お願い申し上げます。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明をいただきました生活につ

いて審議に入ります。各委員の御意見をお聞かせ願いたいと思います。 

○當摩委員 生活科は小学校１、２年生が学ぶ教科ですが、７社の教科

書とも読ませていただいて、私は何かわくわくしてしまいました。子

供たちが小学校に入学をしたときに初めて出会う社会といった分野で

もって、すてきだなと思ったことを冒頭付け加えさせていただきたい

と思います。 

どの教科書も大変見やすく工夫されていて、どれをとっても良いと

思いましたが、その中でも私が気に入ったものが学校図書です。それ

は、生活科の学習内容全体が「探検」「遊び」「栽培」「飼育」「成

長」の五つの単元で構成されていまして、それぞれの活動を通して、

どんな力を身に付けさせたいのかをはっきりと見通せる構成になって

いると感じました。 

また、学習の一番初めに「あんぜん」についてページを設けること

で、安全な登下校を児童に考えさせることができると感じました。 

更には、保護者向けに編集されたコラムがありまして、保護者にも

指導への理解を求めることができるところがとても良い工夫かなと思

いました。 

本当に各社とも楽しめる教科書ができていると思いましたが、指導

のしやすさという点や分かりやすいという点から考えますと、学校図

書を推したと思っています。児童の主体的な活動を支援する資料や、
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図鑑の質の高いページが大変充実していて美しいと思いましたので、

児童が自分で学ぶときに使う教科書として良いと思いました。 

○町田委員長 分かりました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○小関委員 當摩委員がおっしゃったように、どの教科書もわくわくす

るような素晴らしい良さがありましたが、全般的な内容としては私も

学校図書が良いと思います。 

ただ、「牛乳パックで作った船に乗った、プールにおける集団での

遊び」が掲載されています。これは、みんなで作って、みんなで遊ぶ

というダイナミックさの点での良さはあるかもしれませんが、よほど

十分な安全への配慮がないと難しいと感じます。牛乳パックというこ

ともありますので、アレルギー問題への配慮も欠かせないことなど、

指導者側が十分にこれらを理解した上で指導を行わなければならない

ことになるのではないかと危惧しております。 

啓林館では子供が生活の変化に気付くことができるようになってお

り、生活感をすごく大事にして、「いきいき」「わくわく」といった

構成も大変良いのではないか。また、「生活体験ブック」というもの

があり、これも非常に活用範囲が期待できますので、啓林館を推薦し

たいと思います。 

以上です。 

○町田委員長 生活科は７社と一番多かったのですが、ほかの教科書に

比べると生活科は、各社それぞれ特徴があって、見ていて楽しく感じ

ました。 

當摩委員からの御推薦のあった学校図書に関していえば、この会社

では栽培や飼育に重点を置いており、生き物の命というものに真正面

から対峙していこうという姿勢が非常によく見えています。本市では

「いのちの教育」に力を入れておりますので、道徳や総合的な学習の

時間だけではなく、各教科においても命の大切さをしっかりと定着さ

せていただく指導が非常に重要ではないかと考えております。 

このような観点から見て、私も学校図書が本市の児童の実態に即し

ているのではないかと感じます。 

しかし、安全面への配慮やアレルギー問題への配慮という点では、

小関委員が言ったとおりではないのかと思いますが、教育長はどうお

考えでしょうか。 
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○森教育長 私は内容面で考えると、やはり学校図書が良いかと思われ

ます。学校図書は学習の順序が分かりやすい内容になっておりますし、

基礎・基本が押さえられております。また、学習の展開が「企画、実

行、振り返り」となっておりまして、児童にとっても大変分かりやす

い構成になっていると思っています。 

更には、巻末に「君ならどうする」という内容がございまして、取

り組みやすい教科書だなと感じているところです。 

また、先程小関委員から安全面やアレルギーの対応に十分配慮をす

る必要があるのではないかというお話もございましたので、安全面・

アレルギー対応について十分に理解を深めていただくということで、

学校図書にしてはいかがかなと感じているところです。 

○町田委員長 分かりました。 

吉村委員いかがでしょうか。 

○吉村委員 私は小関委員の考え方に近いです。特に「牛乳パックで作

った船に乗った、プールにおける集団での遊び」を掲載しているのは

危険だと思っています。 

また、アレルギー問題への配慮は欠かせないとも思っておりますの

で、小関委員と同様に啓林館を推薦したいと思っています。 

○町田委員長 分かりました。 

私は本市の「いのちの教育」の重要性を考えて総合的に判断をする

と、学校図書が良いかと思っております。 

それでは、生活科においては啓林館と学校図書２社の意見が出てお

りますので採決をとりたいと思います。 

では、啓林館を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 学校図書を採択するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 学校図書が３名ということで、生活科におきましては学

校図書を採択することに決定させていただきたいと思います。 

それでは、次へ参ります。 

○川合教育部次長 続きまして、音楽でございます。音楽は教育出版、

教育芸術社の２社でございます。よろしく審議のほど、お願い申し上

げます。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明いただきました音楽につい
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て、審議に入りたいと思います。各委員からの御意見をお伺いします。 

○小関委員 ２社も、両方ともとても素晴らしい教科書ができているな

と感じましたが、特に教育芸術社の教科書に着目させていただきまし

た。この２社をそれぞれ見てみますと、教育出版では、ページの右に

「音楽を特徴づけている要素」、「音楽の仕組み」、「新しく出てき

た音符・休符・記号」や手の動きが示されていて、音符の大きさなど

は非常に見やすく、読みやすくなっていると思います。 

教育芸術社はそれに加えて、各題材に色分けがされていて、見開き

のページ脇に帯としてまとまり題材名が示されています。また、リコ

ーダーの指導を丁寧に行うことができるような工夫がされています。

アンサンブルの教材が充実しているという特徴が挙げられます。 

教材選択の意図や各単元のねらいが比較的明確であるため、私とし

ましては、本当にわずかな差ですが、教育芸術社を推薦したいと思っ

ています。 

以上です。 

○町田委員長 分かりました。教育芸術社を推薦するという御意見でし

た。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○當摩委員 私も今の小関委員の御意見と同じように、教育芸術社が良

いのかなと思いました。 

巻末に「ふりかえりのページ」があって、学習内容をまとめて示し

ているため、児童が学習を振り返ることが容易になっております。ま

た、見開きのページがなく、音楽の時間で机を使うことが少ない子供

たちへの指導の実態を考えますと教育芸術社の教科書のほうが使いや

すいのではないかと思いました。 

○町田委員長 教育芸術社に賛成の御意見でした。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も教育芸術社がいいと思います。 

○町田委員長 分かりました。 

教育長、いかがですか。 

○森教育長 私も先程小関委員がおっしゃったように、各題材が色分け

されており、全体を通してまとまりがある教育芸術社が良いと思って

おります。また、イラストや写真が多いところも小学生にとっては良

い点ではないかと感じているところでございます。 
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○町田委員長 分かりました。 

それでは、採決を行いたいと思います。 

教育芸術社を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、音楽に関しましては教育芸術社

を採択することで決定したいと思います。 

では、次に参ります。 

○川合教育部次長 続きまして、図画工作でございます。図画工作につ

きましては、日本文教出版、開隆堂の２社でございます。よろしく審

議のほど、お願い申し上げます。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明いただきました図画工作に

ついて審議に入ります。各委員の意見をお願いしたいと思います。 

○小関委員 ２社とも大変工夫がされていると思いましたが、日本文教

出版が良いのではないかと思いました。 

理由としては、各分野の題材が子供の発達段階に合わせて、無理な

く学習ができるように設定されていることです。「学習のめあて」が

それぞれの題材の冒頭に４観点で提示されていますので、子供たちは

学習の目標を理解しやすくなるという工夫がされています。 

また、各巻の巻末６ページには写真と説明書きによって、材料と用

具の扱い方が非常に詳細に示され、子供たちが安全かつ適切に材料や

用具を扱うことができるように表記されています。 

更には、表現や鑑賞の活動において、児童が互いの作品についてそ

れぞれのよさや違いを話し合って、認め合う活動の場面を含む教材が

充実しています。開隆堂もなかなか良いのですが、私としては日本文

教出版を推したいと思います。 

○町田委員長 日本文教出版を推薦するという御意見でした。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も日本文教出版を推薦したいと思っています。 

開隆堂も各題材の最後に共通して学習を振り返る観点が示されてお

り、言語活動を通して児童自身が主体的に学びやすくなっていると思

います。また、各巻の巻頭に１人の芸術家を取り上げ、造形にかかわ

る夢を実現している姿が紹介されております。そのほかにも、児童の

興味・関心を高める工夫がなされていると思っておりますが、冒頭申

し上げましたように、日本文教出版のほうが良いと思います。 
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その理由は「福祉」「人権」「国際理解」「環境」といった人類共

通の課題にも配慮がなされ、次代を担う子供たちに合っているのでは

ないかと思っていること。また、授業風景の写真はどれも子供が生き

生きとした表情で活動をしている様子を表したものになっており、子

供の活動内容が分かりやすくなっておりますので、私の考えといたし

ましては、日本文教出版が良いのではないかと思っております。 

○町田委員長 分かりました。日本文教出版が良いという、小関委員へ

の賛成意見でした。 

それでは、當摩委員はいかがでしょうか。 

○當摩委員 そうですね、私も日本文教出版が良いと思っております。 

○町田委員長 では、教育長はいかがですか。 

○森教育長 私も日本文教出版が良いかと思っております。 

これは各学年の発達段階を考えて、系統的に構成されている点が見

やすく良いと思います。 

○町田委員長 分かりました。 

それでは、採決を行いたいと思います。 

日本文教出版を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、図画工作は日本文教出版を採択

させていただきたいと思います。 

では、次に参ります。 

○川合教育部次長 次に家庭でございます。家庭は東京書籍と開隆堂の

２社となっております。審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明いただきました家庭につい

て、審議に入ります。各委員の御意見をお聞かせ願いたいと思います。 

○小関委員 私は東京書籍が良いと思います。家庭科において大切なこ

とは、ものづくりではなくて、子供たちの家族や家庭生活を取り上げ

て、その内容から学習を始めることだと思っております。子供が自分

の家族や家庭を具体的にとらえながら学べるという点で、東京書籍が

良いと思います。 

以上です。 

○町田委員長 分かりました。 

ほかにはいかがでしょうか。 

○當摩委員 家庭というものは、私にとりましても、日常的に自分自身
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まだまだ学び続けたいと思っている教科でございます。恐らくこれは

毎日の生活の中で学んでいけるようなことがたくさんあるのかなと教

科書に興味をもって２社のものを読ませていただきました。 

私は、東京書籍を推薦したいと思いました。東京書籍では、学習の

めあてと振り返りが記載されていまして、学習の基礎・基本の定着を

図る工夫がなされています。また、写真や図などを多く載せることで

簡潔で分かりやすくし、文字も大きく、児童にとって見やすいものに

なっていました。 

どちらも優れていると思いましたが、私といたしましては、東京書

籍のほうが良いと結論を出しました。 

○吉村委員 私も東京書籍が良いと思っています。家庭科は楽しくなけ

ればならないとも考えておりますし、東京書籍はより具体的に様々な

活動が表現されております。 

○町田委員長 ただいま続けて東京書籍が良いという御意見をいただき

ましたけれども、教育長はいかがでしょうか。 

○森教育長 家庭において大切なことは家族ですとか、あるいは家庭生

活を取り上げて、その内容から学習を始めることではないかと考えて

おりますので、やはり東京書籍が良いと思っております。 

○町田委員長 分かりました。 

それでは、採決を行いたいと思います。 

東京書籍を採択する旨、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、家庭に関しましては東京書籍を

採択することに決定いたします。 

次へ参ります。 

○川合教育部次長 それでは保健でございます。保健は東京書籍、大日

本図書、光文書院、学研教育みらい、文教社の５社についてでござい

ます。よろしく審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明をいただきました保健につ

いて審議に入ります。各委員からの御意見をお願いしたいと思います。 

○吉村委員 私は学研教育みらいがとてもよくできていると感じました。 

内容としては保健の内容の系統性を重視しつつ「体つくり運動領

域」との関連、他教科との関連を十分に図りながら適切に取り上げて

おります。 
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また、学習活動や「かつよう」で話し合いや記述、発表などの言語

活動を随所に設け、学習の定着を図ることのできる内容となっており

ます。各章末に「学習のまとめ」を設け、習得の確認、知識の活用を

踏まえて、児童の生活への活用につなげることができるように構成さ

れております。挿絵や文字に使われている色が淡く、文字の大きさや

書体も適当で見やすくなっているため、児童にとって分かりやすい教

科書だと思います。 

更には、体育で使用をしている副読本との関連性もとても良いため、

学研教育みらいを推したいと思っております。 

○町田委員長 分かりました。学研教育みらいが良いという御意見であ

りますけども、ほかにはいかがでしょうか。 

○當摩委員 私は東京書籍も良いと感じました。なぜかといいますと、

東京書籍では児童にとって身近で取り組みやすい学習活動が重点的に

取り上げられておりまして、学習内容を実践的に理解できる内容にな

っているからです。また、章末の「広げよう」や、随所にある知識理

解を促すコラムなども健康に関する幅広い知識を習得できる内容にな

っており良いと思います。挿絵や写真の配置のバランスもとても良く、

文字の大きさも大変適切であり、児童にとって見やすい表現になって

いると思いました。しかし、吉村委員がおっしゃったように、児童に

とって分かりやすい教科書であるために、私も学研教育みらいが良い

と思います。 

○町田委員長 分かりました。 

小関委員はいかがでしょうか。 

○小関委員 私は光文書院も良いと思っています。 

その理由は、地震や津波などの災害に備える防災についての内容が

充実していまして、子供に学習内容の定着を確実に図ることができる

内容になっているからです。 

教科書の版形がＢ５判でやや小さく、学んだことや考えを記入する

欄が少し小さいですが、挿絵が多く、学習場面をイメージしやすいと

いう点では光文書院も良いと思いました。 

ただ、その上で学研教育みらいと比較をしますと、学研教育みらい

の全体的に習得させたい内容を本文で丁寧に記述しているという点に

おいては非常に優れていると思っているので、学研教育みらいが良い

と思っております。 
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○町田委員長 分かりました。 

教育長、いかがでしょうか。 

○森教育長 私は学研教育みらいが良いと思っています。 

まず、１時間の授業で学ぶ内容が見開きで２ページにまとめられて

いる点があります。それから学習の内容、活動、まとめ、活用の流れ

が明確に示されておりまして、児童が学習の流れを見通すことができ

るように工夫がされております。 

また、「科学の目」を始めとして、写真や資料、図解など丁寧な解

説が多く掲載されておりまして、大切なことが大変分かりやすく、児

童の興味・関心を高めるとともに、理解を深めることができるのでは

ないかと感じているところでございますので、学研教育みらいが良い

と思っております。 

○町田委員長 学研教育みらい、東京書籍、光文書院にかかわる話があ

りましたけれども、私は学研教育みらいが良いと思います。「もっと

知りたい・調べたい」のページに学習内容にかかわる資料が豊富に掲

載されており、児童が自主的に学びを深めることができるようになっ

ていると思います。 

それでは、採決を行いたいと思います。 

学研教育みらいを採択する旨、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということですので、保健に関しましては学

研教育みらいを採択することに決定いたします。 

以上で１１点採択いたしました。ここで改めて確認をしたいと思い

ます。国語は光村図書、書写も光村図書、社会は教育出版、地図は帝

国書院、算数は教育出版、理科は東京書籍、生活は学校図書、音楽は

教育芸術社、図画工作は日本文教出版、家庭は東京書籍、保健は学研

教育みらい、以上で間違いはないでしょうか。 

（ はい ） 

○町田委員長 それでは、この件に関しましては以上で終了させていた

だきたいと思います。 

休憩します。 

 

午後 ３時３２分 休憩 
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午後 ３時３３分 再開 

 

○町田委員長 再開します。 

○川合教育部次長 それでは、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 決定をお願いしたいと思います。 

小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学校特別支

援学級用のものとしまして、国語・書写が３２点、社会・地図が２点、

算数が１８点、理科が１点、生活科が１点、音楽が１点、図画工作が

１点、保健が１点、生活が３６の合計９３点でございます。 

また、中学校特別支援学級教科用といたしまして、国語・書写が６

点、社会・地図が６点、数学が３点、理科が２点、英語が３点、音楽

が２点、美術が３点、技術・家庭が３点、保健体育が２点の合計３０

点でございます。 

更に、学校教育法附則第９条による教科書が小学校の７６点、中学

校の２５点ございます。文部科学省の検定本につきましては、小学校

は１７点、中学校が５点でございます。 

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、審議並びに御決定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・研究資料の４１ペ

ージから５４ページまでを御参照いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま教育部次長から説明をいただきました。小・中

学校特別支援学級教科用図書について審議に入ります。各委員からの

御意見をお願いしたいと思います。 

○當摩委員 特別支援学級教科用図書は児童・生徒の一人一人の障害の

状況や理解の程度、発達の状況に応じて先生が一人一人をよく見た上

で選んでいただいているとお聞きしております。やはり、これは選ん

でいただいた先生方の御意見を尊重して採択するのが、私は妥当であ

ると考えております。 

○町田委員長 ほかはいかがでしょうか。 

○吉村委員 同感です。 

○町田委員長 特別支援学級で使われる教科書につきましては、従来よ

り、當摩委員からも御意見がありましたように、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
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科書が変わる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いう判断に至ってお

ります。特に疑義がございませんので、特別支援学級教科用図書につ

きましては、原案どおり決定させていただきたいと思います。 

それでは、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員挙手をいただきましたので、特別支援学級用につき

ましては、以上のように決定させていただきました。 

議案第２４号、平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の採択については以上のとおり決定いたしま

した。 

これをもちまして、議案第２４号を終了いたします。 

休憩します。 

 

午後 ３時３７分 休憩 

 

午後 ３時４５分 再開 

 

○町田委員長 では、再開いたします。 

続きまして、議案第２５号、東村山市「いじめ防止等のための基本

的な方針」の策定についてお願いします。 

○川合教育部次長 議案第２５号、東村山市「いじめ防止等のための基

本的な方針」の策定について。上記の議案を提出する。平成２６年８

月４日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。 

東村山市「いじめ防止等のための基本的な方針」の策定について。

東村山市教育委員会としてのいじめ防止等に関わる基本的な方針を策

定するに当たり、議決を得たい。 

説明。平成２５年９月に法律としていじめ防止対策推進法が可決さ

れ、法の施行に伴い、学校と東村山市教育委員会、東村山市、関係機

関等がいじめ防止等のための考え方や対応等について共通理解のもと

組織的に対応し、これまで以上の連携強化を図るため、本案を提出す

るものである。 

更に詳細な説明につきまして、統括指導主事より説明をさせていた

だきます。 
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○谷口統括指導主事 それでは、東村山市「いじめ防止等のための基本

的な方針」について説明させていただきます。 

いじめの問題への対応は学校現場における最重要課題の一つであり、

１人の教職員が抱え込むのではなく、学校が一丸となって、組織的に

対応をすること、関係機関や地域の力も積極的に取り込むことが必要

であります。これまでも本市教育委員会や学校において様々な取り組

みを行ってまいりました。 

しかしながら、いまだにいじめはなくならず、いじめを受けた児

童・生徒が心を痛めているといった実態がございます。 

いじめから１人でも多くの児童・生徒を救うためには、児童・生徒

一人一人、大人一人一人がいじめは絶対に許されない、いじめは卑劣

な行為である、いじめはどの児童・生徒にも、どの学校でも起こり得

るとの認識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりませ

ん。 

今回、策定案として御審議いただきます東村山市「いじめ防止等の

ための基本的な方針」には、市として今後取り組む具体的な方策、そ

して構築する組織、学校での取り組みなどが盛り込まれております。 

具体的には、教育委員会ではいじめ問題の実態把握と防止に向けた

効果的な対策について、定期的に点検、協議をするために学校生活指

導連絡協議会を設置いたします。また、重大事態が発生した際には、

第三者によるいじめ問題調査委員会を発足させ、必要な調査を実施し、

迅速な対応及び報告を行います。 

更には、いじめの未然防止に向けた教員対象の研修会や「いのちと

心の教育週間」の推進、いじめの早期発見、早期対応に向けた児童・

生徒への定期的なアンケート調査など、これまで実施してきた効果的

な取り組みも継続して行ってまいります。 

各学校においては、４月の段階で既に学校いじめ防止基本方針を定

めております。教育委員会として連携して、未然防止、早期発見、早

期対応、重大事態への対処の４つの段階に応じていじめ防止等に向け

た効果的な対策を講じてまいります。 

この方針を策定し、定期的に見直し、改善を行っていくことで行政

と学校、地域、家庭その他の関係者が連携を図り、オール東村山でい

じめの根絶に向け、児童・生徒の人権意識をはぐくむことができる仕

組みづくりを行ってまいります。 
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以上でございます。 

○町田委員長 ただいま、議案の説明が終わりましたけれども、この件

に関しまして御意見、御質問等はございますでしょうか。 

○當摩委員 事前に本日に向けまして、この案を一足先に熟読させてい

ただきました。そして、一つ一つの段階を踏まえた中で、まずしっか

りした仕組みづくりとして、非常に丁寧な方針を示していただいてい

ると思います。ただ、これを策定したことで安堵感をもつのではなく、

日々、児童・生徒の心のケアを大人が注意深く行い、また子供たち同

士でも互いが認め合えるような環境づくりをしていくための一つの大

切なインフラ整備をしていただけたととらえております。これからも

たくさんの目でこうしたことを見守りながら、いじめ撲滅、ゼロに向

けて行動をしていただきたいと考えております。 

○町田委員長 私も當摩委員の意見そのままだと思います。これで完成

したのではなく、少し厳しい言い方になってしまいますが、これから

がこの方針を使っての対策が始まるのだと考えております。 

ほかにいかがでしょうか。 

○小関委員 私も同じように考えました。特に加害者、被害者双方の保

護者への対応、支援等もきちんと入っていて、トータルで早期に取り

組まなければならない。子供が先、保護者が先ということではなく総

合的に取り組むべきだと思っているので、そういう点でも本当に基本

的にきちんとした形でおまとめいただいたと思っています。 

ただ、具体的な取り組みとして、今後、いじめをなくす・防止する

という視点で保・幼・小・中の連携を更に高めるといったことも盛り

込んでいただけると良いと思います。基本的な方針はこれで良いと思

います。 

○町田委員長 ほかはいかがでしょうか。 

○吉村委員 これは非常に立派だなと関心をしておりました。教科書採

択における、この教育委員会の課題でした。 

○町田委員長 本当にそうですね。ただ、このいじめ防止等の対策とい

うのは、社会全体がそういうぎすぎすしていない社会になる、という

大きな課題だと思いますけれども、それに取り組んでいかなければい

けないというのは大変なことだと思っております。 

ほかに御意見はよろしいでしょうか。 

○森教育長 意見ではないのですが、これを作ることになったのは大分
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前に決まっていたことですよね。 

東京都で全体の方針がきちんと出てくるのが大変遅くなってしま

って、７月になってから出され、それを受けて正式にこれを作ったた

め、本来ならばもう少し早くお示ししたかったのですが、この時期に

なってしまったということでございます。 

それから、内容的には市独自の方法で考えている部分がございます

ので、必ずしも本市のこのシステムが他の市と同じような組織になっ

ているわけではございません。本市の実態を踏まえながら、このほう

が早急に対応できる、という部分はそのまま生かしているところがご

ざいますので、御理解をいただければと思っています。 

以上です。 

○町田委員長 分かりました。 

○吉村委員 警察との連携等はいかがでしょうか。 

○森教育長 そちらにつきましては、会そのものをどういう形で設定す

るか等を条例から始めると、組織を作らなければならないということ

になりまして対応が遅れてしまう部分があるので、実態に合わせてい

きたいと考えております。 

○吉村委員 分かりました。 

○町田委員長 いかがでしょうか。ほかに御意見、御質問はよろしいで

しょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、採決をとりたいと思います。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

した。 

続きまして、議案第２６号、東村山市スポーツ優秀選手表彰につい

て、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第２６号、東村山市スポーツ優秀選手表

彰。上記の議案を提出する。平成２６年８月４日提出。提出者、東村

山市教育委員会教育長、森純。 

東村山市スポーツ優秀選手表彰。東村山市におけるスポーツ優秀選

手の表彰者について、別紙のとおり決定することについて議決を得た

い。 
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説明。東村山市スポーツ優秀選手表彰審査委員会において選出した

各種大会成績優秀者を表彰するため、本案を提出するものである。 

平成２６年度の東村山市スポーツ優秀選手表彰につきましては、各

種スポーツ大会において選考基準に定める成績をおさめ、東村山市の

スポーツの振興に貢献した市内在住、在勤、在学の個人及び団体に対

し、来る９月７日日曜日、開催予定の市民体育大会総合開会式におき

まして、その栄誉をたたえ表彰をするとともに、広く市民の皆様に周

知するものでございます。 

候補者の推薦に際しましては、市報７月１日号及び市ホームページ

を通じて、一般市民へ周知するとともに、同じく７月上旬に公立、私

立の小・中学校及び高等学校へ文書により推薦の御案内をさせていた

だいたところ、個人競技による推薦が２５名、団体競技による推薦が

１団体、合計２６の推薦がございました。去る、７月１５日の推薦締

め切りの後、７月２２日にスポーツ優秀表彰審査委員会を開催し、推

薦をされた方々について選考基準に基づき審査いたしました。 

議案書に添付させていただいておりますＡ３判横書き資料を御覧く

ださい。平成２６年東村山市スポーツ優秀選手表彰被表彰者一覧

（案）でございます。 

選考委員会にて表彰に該当されると判断しました２４名の個人と１

団体の一覧でございます。市長表彰に関しましてはオリンピックや世

界選手権、ユニバーシアード等の世界大会に出場した方が表彰の対象

に該当するもので、昨年は２名の表彰でございましたけれども、今年

は御覧のとおり、７名全員が市長表彰として推薦がありまして、審査

委員会におきまして審議した結果、表彰要件に該当するとして満場一

致により承認されたところでございます。 

同じく教育委員会表彰につきましても、個人１４名と一つの団体に

表彰することについて審議し、同様に表彰要件に該当するとして、承

認されたところでございます。 

また、体育協会表彰につきましても、３名の方が表彰の対象として

承認されまして、全体で２４名の個人と一つの団体が各表彰の対象と

して承認されたところでございます。 

なお、この一覧表には記載してございませんが、体育協会表彰の推

薦としてあと一人推薦がございましたけれども、基準に該当をするも

のでなかったため、残念ながら審査会において不承認となっておりま
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す。 

また、審査会の後に第４７回の市町村大会を開催しておりまして、

その大会で表彰の対象となる成績を残された方や、昨年１０月に開催

されましたスポーツ祭東京２０１３に出場した選手などについて推薦

が６名ほど挙がってきております。この件に関しましては審査基準第

６条の規定に基づきまして、市長、教育長の一任により処理をする形

で対応をさせていただきたいと考えておりますので御承知いただけれ

ばと存じます。 

以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいま市民スポーツ課長からの説明が終わりました。

御意見、御質問はございませんか。 

○吉村委員 皆さん素晴らしい成績だと思っております。 

一つ、大会の主催者という表記ですが、氏名、競技種目、出場大会

名、大会日、主催者とありますが、主催は連盟や協会になると思いま

すので主催団体のほうが良いのではないですか。御確認お願いいたし

ます。 

○中澤市民スポーツ課長 今の吉村委員から御意見を賜りました件につ

きましては、持ち帰らせていただきまして、審査委員会の委員でもう

一度この表記について、検討をさせていただいて、適切に表記を考え

てまいりたいと思っております。 

○町田委員長 吉村先生、よろしいですか。 

○吉村委員 はい。 

○町田委員長 では、そのようによろしくお願いしたいと思います。 

ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

きちんと表彰条件に合った方が推薦をされ選ばれたということです

ので、特に問題はないのかと思いますし、ここで表彰をすることによ

って更に励んでいただければと思っております。 

では、この件に関しまして、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

す。 

これで予定されました議案は全て終了いたしました。 
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続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

報告事項①平成２５年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題

に関する調査結果について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項①から④までをまとめて御報告させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 ①平成２５年度児童生徒の問題行動等の生徒指導

上の諸問題に関する調査結果についてでございます。 

本年度実施いたしました、平成２５年度のこの調査結果の中から、

不登校の状況といじめについて抜粋して掲載させていただきました。

特に不登校について御説明をさせていただきます。 

年間３０日以上の欠席をしている児童・生徒の人数と出現率につい

て報告をいたします。 

平成２５年度は小学校が６０名、中学校が１５４名となり、残念な

がら前年度より増加する結果となりました。 

なお、この人数の中には年度内に既に学校復帰をしている児童・生

徒の数も含まれておりまして、小学校で１４名、中学校で３４名は学

校復帰しております。 

各学校では不登校の未然防止策や早期解決策を講じているものの、

原因が複雑化しておりまして、解決困難なケースが多いと学校からの

報告を受けております。特に不安を中心として情緒的な混乱などを原

因として挙げているケースが多く、漠然とした不安を訴えて登校しな

いといった児童・生徒が多いことが分かっております。 

現在、本年度の不登校加配をいただいている第四中学校の実践を基

に、学校不適応対策連絡会においてこの実践を共有化するとともに、

いじめ問題の未然防止策など各学校で組織的に取り組むことで、より

よい人間関係の構築を目指して不登校対策を講じているところでござ

います。本年度も引き続き、「まずは１人の学校復帰から」を合い言

葉に対応の見直し、改善を進めてまいります。 

続きまして②平成２６年度東村山市立学校におけるいじめの実態調

査についてでございます。 

平成２６年度の４月から６月までの３ヶ月間のいじめの発生件数、

そして解決件数などを載せております。発生件数を見ますと、平成２

５年度１年分の数値とほぼ変わらない数値が上がってきております。
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これはこのいじめ防止対策推進法、それから学校のいじめ防止基本方

針の策定等々を通して、非常に多くの、子供たちだけでなく、大人も

いじめに関して意識が高まっている結果ではなかろうかと推察されま

す。そのため、発生件数も非常に多くなっているところでございます。

こちらにつきましては、先程の東村山市における、いじめ防止等にお

ける基本方針にのっとって、各学校がいじめ防止基本方針を策定して

おりますので、現在、学校でも組織的な対応を講じているところでご

ざいます。 

続きまして③番、教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてで

ございますが、まずは市教育委員会の定例訪問の日程を９月、１０月

の分だけ載せさせていただきました。委員の皆様のお名前も記載させ

ていただきましたので、御挨拶、そして御指導をよろしくお願い申し

上げます。 

（イ）各学校からということで、本日は資料１を御用意させていた

だきました。 

７月２８日現在で指導室に報告のあった、各学校の各種大会に出場

をする児童・生徒の一覧をまとめてございます。この後も夏季休業中

に様々な報告が学校から報告があるかと思いますので、また改めまし

て９月の定例会でもお知らせしたいと思っております。 

④学校図書館専任司書の活用状況について。資料２を用意させてい

ただきました。 

昨年度からこの学校図書館専任司書の活用状況については、子供た

ちへのアンケート、それから学校の担当者へのアンケートを行ってお

ります。経年比較をいたしますと、本年度も昨年度と同じく小学校の

３年生と中学校の２年生を対象にアンケート調査を行いました。まず、

１ヶ月に読んだ本の冊数につきましては、小学校は昨年度がこの時期

１６．２冊でしたので、今年度１８．７冊と１ヶ月に読む本が微増い

たしました。中学生におきましては、昨年度１ヶ月間に読んだ本の冊

数は３．２冊でありましたけれども、今年度は５冊とかなり大きく読

む量が伸びております。 

ところが、読書の好き・きらいというアンケートにつきましては、

否定的な印象をもっている中学生が増えています。 

その原因としましては、本を読むことに興味がない、あるいは読み

たい本がない、そして本を読む時間がないといった回答が出ていると
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ころです。昨年度も定例会のときに本を読む時間がないとの回答が多

かったことについて原因を詳しく調査をするように御指示いただきま

したが、やはりその回答としては部活動、そして習いごと等のために

時間をなかなか読書に回すことができないといったものでした。 

このアンケート調査につきましては、本年度も２月に再度行いまし

て、この６月と２月の変化の様子を定例会で報告いたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 ①から④まで説明をいただきましたが、この件に関しま

して御質問等ございますでしょうか。 

○小関委員 初めの不登校児童・生徒の状況についてですが、小学校１

４人、中学校３４人というお話をいただきました。この子供たちへの

ケアというか、その後の追跡というようなものは行われているのでし

ょうか。 

○谷口統括指導主事 学校復帰をした小学校１４名、中学校３４名の児

童・生徒については各学校で、学級へ入りやすいように、人間関係づ

くりが上手に再スタートできるような土壌作りを各学校でも行ってい

ると伺っております。 

全員が全員ではないですが、再度不登校になってしまった児童・生

徒もいるかと思いますが、数値についてはこちらでは、現在、把握は

しておりません。 

しかしながら、平成２６年度が始まりまして４月から５月までの２

ヶ月間、既に３０日お休みをしている生徒・児童は小学校では５名、

中学校は４３名となっており、この年度替わりに学校にしっかりと通

えているお子さんが非常に多くいることは把握できております。 

以上でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

○吉村委員 資料１にある８月７日全国大会の「全日本少年野球大会」

を削除してください。 

正式名称を申し上げますと、「文部科学大臣杯争奪大会 第１７回

全国小学生（３・４年生）ティーボール選手権大会」となりました。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○谷口統括指導主事 申し訳ありません。１件訂正させてください。 

報告事項③の市教育委員会定例訪問の日程でございますけれども、
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誤りがございました。９月２４日東村山第二中学校は１月に変更にな

りましたので、削除をお願い申し上げます。大変失礼いたしました。 

○町田委員長 よろしいですか。次に進めさせていただきます。 

報告事項⑤八国山芸術祭について。 

○平島社会教育課長 ８月２日土曜日に行われました市制施行５０周年

記念事業八国山芸術祭でございますが、委員の皆様には出席していた

だきありがとうございました。おかげさまで延べ８７８人と午前・午

後ともに会場はほぼ満員になりました。 

生徒が日頃一生懸命行ってきたものを発表できたと思っています。 

以上でございます。 

○町田委員長 この件に関しまして、御質問ございますでしょうか。 

中学生全校ではなく、東村山第二中学校はいなかったのですが、ど

うなっているのでしょうか。 

○平島社会教育課長 東村山第二中学校と東村山第五中学校と東村山第

七中学校に関しましては、１０月２６日日曜日の市制施行５０周年記

念式典にて合唱しますので、中学校は八国山芸術祭か式典で全校が出

演いたします。小学校は記念式典の際に大岱小学校、久米川小学校、

久米川東小学校が出演すると報告を受けております。 

以上でございます。 

○町田委員長 分かりました。市制施行５０周年式典も楽しみにしてお

りますので、準備をよろしくお願いしたいと思います。 

では、次に進みます。 

その他報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

（ なし ） 

よろしいですか。 

それでは、以上をもちまして、平成２６年第８回東村山市教育委員

会定例会を閉会いたします。 

 

午後４時１４分閉会 


