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平成２７年第２回東村山市教育委員会臨時会会議録 

 

〇平成２７年８月６日（木）東村山市教育委員会を第２委員会室に招

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 鈴 木 賢 次 

教育部次長 青 木 由美子 指導主事 髙 治 圭 吾 

庶務課長 清 水 高 志 教育支援課長 大 西 弥 生 

学務課長 佐 藤 道 徳 図書館長 田 中 香代子 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿    

 

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３５号 平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択について 

 

 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第２回東村山市教育委員会臨

時会を開催いたします。 

それでは、本日の署名委員を吉村委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○清水庶務課長 本日の教育委員会臨時会へ、現在、傍聴希望者が７１

名おります。これらの方について、傍聴の許可及び随時希望される方

に対して、傍聴の許可についてお願いしたいと思います。 

○町田委員長 ただいま傍聴の申し出がありました。傍聴を許可したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
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（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、休憩します。 

 

午前 ９時３１分 休憩 

 

午前 ９時３５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ます。本臨時会におきまして、録音・撮

影等の許可はいたしませんので、御了承願います。 

  また、携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードにしてい

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ます。 

  議案第３５号、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の採択についてを議題といたします。 

  議案説明をお願いします。 

○青木教育部次長 議案第３５号、平成２８年度使用東村山市立中学校

及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択について、上記の議案

を、東村山市教育委員会に提出する。 

  平成２７年８月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森

純。 

  平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級教

科用図書の採択について。 

  平成２８年度から使用する東村山市立中学校教科用図書及び、平成

２８年度に使用する小・中学校特別支援学級教科用図書について協議

し、採択を得たい。 

  説明。平成２７年８月４日の教育委員会定例会において受けた答申

を基に採択するため、本案を提出するものでございます。 

  答申までの経過については、８月４日の答申の際に御説明したとお

りです。本日は、教科書選定運営委員会からの答申と、調査研究報告

を基に、東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の

採択を行っていただきます。 

  資料については、８月４日に配布いたしました教科書選定運営委員

会の作成した教科用図書の調査研究報告を御参照ください。 
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  また、議案書の他に中学校における各教科の教科書会社の一覧表も

添付いたしました。本市の公立学校で使用する教科用図書の採択につ

きましては、その権限が本市教育委員会にあることから、教科書選定

運営委員会の方針や調査研究の報告、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、教育委員の皆様で御審議をお

願いいたします。 

  審議の結果、平成２８年度から使用する東村山市立中学校の教科用

図書及び平成２８年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級

用の教科用図書の採択をお願いいたします。 

  説明は、以上となります。 

○町田委員長 ただいま次長より採択についての説明をいただきました。 

  それでは、各中学校の教科及び教科用図書、小・中学校特別支援学

級教科用図書の種目ごとにお願いしたいと思います。 

○青木教育部次長 それでは初めに、全体の提案をいたします。その後、

教科、種目ごとに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 では、よろしくお願いします。 

○青木教育部次長 それでは、別添資料、種目ごとの教科書会社一覧を

御覧ください。 

国語は５社の教科書が対象になっており、同様に、書写は５社、社

会地理的分野は４社、社会歴史的分野は８社、社会公民的分野は７社、

地図は２社、数学は７社、理科は５社、音楽一般は２社、音楽器楽合

奏は２社、美術は３社、保健体育は４社、技術・家庭の技術分野は３

社、技術・家庭の家庭分野は３社、英語は６社が対象となっており、

これらについての審議並びに採択をお願いいたします。 

小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学校のもの

として７１点、中学校のものとして３０点です。その内訳は、学校教

育法附則第９条の規程による教科書が、小学校が５９点、中学校が２

４点です。文部科学省の検定本が、小学校が１２点、中学校が６点で

す。 

これらの審議並びに採択をよろしくお願いいたします。 

○町田委員長 以上、説明が終わりました。 

  全ての教科書のそれぞれの内容や特徴につきましては、これまで教

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。また、教科書選定運営委員会の答申をいただく前から、教
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育委員用としての見本本を拝見させていただきました。また、その他、

市民の皆様からのアンケート等も答申などとともに拝見させていただ

きました。 

  これらの資料に基づいて、本日、各委員からのお考えをお伺いした

上で、種目ごとに採択をさせていただきたいと思います。御協力をお

願い申し上げます。 

○青木教育部次長 それでは、国語についての審議並びに採択をお願い

いたします。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、審議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、国語の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○小関委員 まず、教科書採択にあたりましては、各委員会の委員の皆

様には、精力的な調査や研究をしていただきまして、本当にありがと

うございました。私たちが理解しやすいように資料を作成していただ

きましたことにも感謝し、この場をお借りして御礼を申し上げます。 

  国語ですけれども、実際に教科書を見させていただきますと、どの

発行社も様々な工夫が見られています。扱っている教材はもちろんで

すが、表記や表現についても、いただいた資料からもその特徴や違い

を把握することができました。 

  本市の児童・生徒の国語に関する課題は、全国や東京都の学力、学

習状況調査の結果から、主に「書くこと」でした。私は、「書くこ

と」はそれだけに留まらず、書いて考えることが重要だと考えていま

す。そういう点で、思考力・判断力・表現力を高めるためにも「書く

こと」は大切なことで、そのために書く時間を確保することが重要だ

と考えています。 

  以上より、私は東京書籍を推したいと思っています。東京書籍は、

「読む、書く、スピーチする」など、それぞれのポイントが「言葉の

力」として示されていて、考えて書くということができる構成になっ

ていると考えています。 

  以上です。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も、調査・研究報告書や見本本、趣意書など、様々な資

料を見させていただきました。その中で、教育出版と光村図書がよい

と感じました。 
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  教育出版は学ぶ観点、学習の進め方が示されているので、子供たち

が見通しをもって学ぶことができる教科書だと思いました。また、書

くことの章立てや文章について、思考を促すようなページも充実して

いると思いました。 

  同様に、光村図書についても、どの章で何を学ぶかが示されており、

見通しをもって学習を進められるように構成されていました。特に光

村図書の場合には、読書に関する資料が多く、あまり本に関心のない

生徒にとっても興味をひくような紹介をしていることが特徴でした。 

  読書は、子供たちの国語力を向上させるためには欠かせないものと

考えています。このことから、私は光村図書を推薦したいと思います。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 私も、「話す、聞く、読む、書く」の単元数のバランスが

よい光村図書がよいと考えました。 

特に、読み物資料には力作が多く、説明文も筋道を捉えさせるのに

扱いやすい教材が多いといった、教科書選定運営委員会からの調査結

果も、非常に重く受けとめさせていただきました。 

また、光村図書の各学年の裏表紙には「色いろの言葉」という、日

本古来の色の名称や由来を知って、その言葉の美しさを味わうことが

できる内容で、例えば「もえぎ」や「すおう」、「あさぎ」などの色

を実際に示していることは、日本の伝統や文化を理解することを推進

する観点からも、とてもよい教材だと思いましたので、私は光村図書

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。 

  森教育長は、いかがでしょうか。 

○森教育長 私も、光村図書がよいのではないかと思います。 

  「書く」ことについて、書くポイント、上達のポイントが示されて

おりまして、本市の子供たちにあっているのではないかと感じました。 

  また、話す、聞く、読む、書く、それぞれの内容についてバランス

が大変よく配置されており、バランスよく学習を進めていくことがで

きる点からも、光村図書がよいのではないかと考えています。 

○町田委員長 分かりました。 

  光村図書を推されている意見が多いですけれども、他にございます

でしょうか。 
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（ なし ） 

○町田委員長 御意見がないようでしたら、採決に入ります。 

  光村図書を採択することに、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 賛成多数ということで、国語は光村図書を採択いたしま

す。 

  では、次に進みます。 

○青木教育部次長 次に、書写です。 

  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、

審議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、書写の審議に入ります。 

  各委員からの御意見をお願いいたします。 

○吉村委員 書写の指導では、硬筆と毛筆の関連性をもたせることが、

とても大切であると思っております。「毛筆の指導は、硬筆の能力の

基礎を養うようにすること」と、学習指導要領にも書かれているとお

り、このことを指導にあたる先生方が十分に踏まえた上で授業を行う

ことが必要になってきております。 

  その点では、光村図書の教科書は、直接教科書に書き込んで硬筆を

練習するページがあり、教科書の活用を通して、生徒たちに毛筆と硬

筆の関連を意識させることができると思います。 

  光村図書がよいのではと思っております。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 今回、教科書の採択にあたりまして、多くの市民の皆様方

からたくさんの御意見をアンケートという形でいただいております。

そのアンケートで、やはり、とてもきれいな字で書いてくださってい

るものは読みやすかったし、中には、せっかく書いていただいてもな

かなか読み取るのに時間がかかるようなこともありました。 

  吉村委員もおっしゃいましたように、硬筆と毛筆の関連性を考えて

も、学校では日頃より丁寧な字を書けることを指導することに留意し

ていただきたいと思っています。 

  今は子供たちが字を書くという習慣がないので、この書写の授業と

いうのは、日常的に書くことを大切にした指導が行える教科書であっ

てほしいと感じ、今回の教科書を熟読させていただきました。 

  以上でございます。 
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○町田委員長 分かりました。 

  他に御意見はいかがでしょうか。 

○小関委員 私は、光村図書を推したいと思います。 

  光村図書は、文字や文字文化に対する、生徒の理解・関心を高める

ために「季節のことば」や「デザインと文字」というようなテーマに

沿ったコラムが設定されております。 

  文字を書くことへの意識そのものを高めることに向いている教科書

だと考えました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 私は、教育出版がよいのではないかと思っています。 

  教育出版は、学習の目標、ポイント、振り返りなどの学習の進め方   

が提示されているので、生徒たちが見通しをもって学習を進めること

ができるのではないかと思います。 

  また、教育出版の特徴的なところは、行書の基礎的な書き方の扱い

が多いことです。楷書だけではなく、中学生には行書で書くことのよ

さを、もっと味わってもらいたいと思っております。 

  他にはいかがでしょうか。 

○森教育長 学習指導要領では、書写のねらいとして「文字を正しく整

えて、速く書くことができること」となっております。「速く書く

こと」というのは、「中学校における書写の中心的な学習内容とな

る漢字の行書及びそれに調和した仮名を書くこと」となりますので、

楷書を扱うことはもちろん必要なことでございますが、行書を多く

扱うことは、年間を通して行書の学習を教育課程に位置付けやすい

と考えられるため、私は教育出版を推したいと思っております。 

○町田委員長 ただいまの意見を総合しますと、光村図書か教育出版の

御意見が多いようです。他に御意見等ないようでしたら、採決を取り

たいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、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 ２票。 

  それでは、教育出版を採択することに賛成の方の挙手をお願いしま

す。 
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（賛成者挙手） 

○町田委員長 それでは、賛成多数ということで、教育出版を採択した

いと思います。 

  では、次に進みます。 

○青木教育部次長 次に、社会地理的分野についてです。 

  東京書籍、教育出版、帝国書院、日本文教出版の４社について、審

議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、社会の地理的分野の審議に入ります。 

  各委員からの御意見をお願いいたします。 

○小関委員 学力調査の結果から見られる本市の課題は「資料を活用し、

自分の考えをまとめて表現すること」だと思います。帝国書院の教科

書は、学習の導入に生徒の興味・関心をひく視覚的な資料と学習課題

が示されています。 

  社会科の学習は、まず自分の考えをもつことが非常に大事だと思っ

ております。自分の考えをもつ思考活動を意図的に取り入れることを

重視していきたいと考えます。その点では、学習課題が示されている

帝国書院の教科書が、生徒の学習のめあてを意識化することになるた

めよいと考えます。 

  以上です。 

○町田委員長 他に御意見はいかがでしょうか。 

○當摩委員 小関委員同様に、帝国書院がよいと思います。 

  この帝国書院は、資料を見て自分の考えをまとめ、レポートづくり

を行えるような掲載があります。レポートづくりの仕方もまとめられ

ており、子供たちにとって学びやすい教科書だと感じましたので、帝

国書院を推したいと思います。 

  以上でございます。 

○町田委員長 他に御意見はいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も帝国書院の教科書を推したいと思います。 

  今、小関委員、當摩委員から御指摘がありました点と、それに加え

て帝国書院の教科書は、写真が最新のものを使われている。全体的に

量も多く非常に分かりやすい。また、１ページにおける写真も大きい

ように感じましたので、よいのではないかと思っております。 

○町田委員長 帝国書院に関する意見が多いようでしたが、その他の意

見はございますでしょうか。 
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○森教育長 私も、学びやすい教科書として、帝国書院を薦めたいと思

います。 

  以上です。 

○町田委員長 それでは、地理的分野は、帝国書院を採択することで賛

成の方は挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、地理的分野は帝国書院を採択い

たします。 

  次に、歴史的分野についてお願いします。 

○青木教育部次長 次に、社会歴史的分野についてです。 

  東京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版、自由社、

育鵬社、学び舎の８社について、審議並びに採択をお願いいたします。  

○町田委員長 それでは、社会の歴史的分野の審議に入ります。 

  各委員からの御意見をお願いいたします。 

○當摩委員 歴史に関しましては８社と、一番多くの発行社から出され

ておりまして、また、市民の皆様からも御意見をたくさんいただきま

した。このことからも、この教科書採択についての関心が大変高いこ

とを、私たちも理解させていただいております。 

  学習指導要領では、どの教科においても思考力・判断力・表現力を

高めるための言語活動の充実が求められています。また、歴史的分野

においては、世界の歴史を背景にした、我が国の歴史の大きな流れの

理解や歴史上の人物、文化遺産を尊重する態度を育てることを重視し

ています。 

  このことを踏まえて子供たちには、小学校で学んだことを基に、更

に歴史について興味・関心をもち、深く考えることができるような教

科書を選びたいと思います。 

  その中で私は、現在も使用している清水書院の教科書が、写真の資

料も多く、生徒の興味・関心をひくよう配慮されていると思います。

また、資料の解説が分かりやすいという印象ももちました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 他に御意見はございますでしょうか。 

○吉村委員 私も、この歴史分野については、本当に多くの時間を割い

て調べました。勉強会も数回、参加いたしました。各出版社のポイン

トだけを、簡単にここで申し上げたいと思います。 
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  まず、清水書院ですけれども、Ｙチャートという学習の進め方が示

されており、小学校での学習を想起することができるようになってい

るという特徴があります。 

  東京書籍は、学習のめあてを示す「学習課題」と、学習内容をまと

める「確認」の流れで、学習内容を定着させるよう構造化してありま

した。 

  日本文教出版は「言語活動コーナー」というものがあり、思考力・

判断力・表現力を伸ばそうという工夫がありました。 

  育鵬社は、「鳥の目」、「虫の目」というマクロな視点とミクロな

視点で、歴史的事象を捉える工夫がしっかりとありました。 

  そして自由社は、毎時間の振り返りとして「まとめにチャレンジ」

というものが設定されておりました。 

  学び舎は、Ａ４判と大きく、豊富な資料と写真が盛り込まれており

ました。 

  各社とも、非常に力を入れて作っているのが伝わってまいりました。

それぞれの教科書が、よく工夫されているという印象を特にもちまし

た。 

  これらの中でも清水書院の教科書は、内容や構成がしっかりしてい

るだけではなく、扱いやすい大きさでもあることから、私は清水書院

を推したいと考えております。 

  以上です。 

○町田委員長 他にございますでしょうか。 

○小関委員 私も、本当に各社ともよく工夫されているという印象をも

ちました。 

  例えば、教育出版では毎時間の振り返りがありまして、「ステップ

１」では基本的事項の確認や整理、「ステップ２」では歴史的事象の

説明や話し合いなどの表現活動を取り入れるというような、段階的に

取り組める工夫がされています。 

  帝国書院は巻末に「地域調査・まとめ発表マニュアル」というもの

があって、調べ学習の仕方やプレゼンテーション、それから新聞づく

り、グループディスカッションなど、様々な発信方法について、中学

生として身に付けさせたい内容でまとめられていました。 

  そういう点で、東京書籍を推したいと考えました。 

  東京書籍は授業の終わりに、自分の言葉で書く学習内容が示されて
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います。先ほどの地理的分野のところでも申し上げましたが、社会科

では「自分の考えをもつ」という思考活動を意図的に取り入れること

が重要だと、私は考えています。その上で、仲間と話し合う表現活動

があると思います。 

  言語活動の充実はかなり前から言われておりますが、多様な考えを

聞くといいますか、他の考えと自分の考えを比較したり、自分の考え

を再確認したりする、いわゆる「クリティカル・シンキング」も重視

されていますけれども、「クリティカル・シンキング」を充実させる

ためにも、まずは自分の考えをもつことが大前提だと思っております。 

  東京書籍の教科書は、そこが重視されて構成されていると思います

ので、東京書籍がよいと考えました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 私も、東京書籍は写真や資料が豊富で、特に「深めよ

う」のページでは、歴史学習が更に深まるよう発展的な学習テーマを

取り上げて、生徒の興味・関心を高める題材が扱われているように思

いました。 

  他にはいかがでしょうか。 

○森教育長 ただいま、小関委員、そして町田委員長から、東京書籍を

推すという御意見がございました。確かに、東京書籍はよいと思いま

すけれども、多くの写真や資料を十分に活用しきれるかどうかという

懸念がございます。本市の生徒の社会科における学力向上の課題に、

「資料を活用し、自分の考えをまとめること」が挙げられております。

私は多くの資料よりも、少なくてもよいので精選された資料を基に学

習を進めることが必要なのではないか考えております。 

  その点では、全体の構成も含めまして清水書院を推したいと考えて

おります。 

○町田委員長 分かりました。 

  他に、よろしいでしょうか。 

  ただいま、様々な御意見をいただきましたが、清水書院と東京書籍

に絞ることができそうです。 

この二つの教科書について採決したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、清水書院を採択することに賛成の方の挙手を
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求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 賛成多数ということで、社会歴史的分野は、清水書院を

採択することといたします。 

  次に進みます。 

○青木教育部次長 続いて、社会公民的分野についてです。 

  東京書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版、自由社、

育鵬社の７社について、審議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、社会の公民的分野について、審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いします。 

○小関委員 まず、各社の特徴ですけれども、帝国書院は、ロールプレ

イやディベートなど、表現にウエイトを置いているような特徴がある

と思いました。 

  東京書籍は、社会参画や選挙権についてとても丁寧に扱われている

という印象をもちました。 

  育鵬社は、新聞記事を多く掲載して新聞活用の学習を促しています

し、日本文教出版は、ルビがゴシック体になっており、読みやすい工

夫がされているといった特徴があります。 

  自由社は、学習のまとめで自分でテーマを選んでレポートをまとめ

るという工夫がありました。 

どの発行社も、それぞれ工夫が見られていると思います。 

  私はその中で、客観性のある東京書籍を推薦したいと思いました。 

  東京書籍の特徴ですが、何よりもＥＳＤです。今後、重要になる持

続可能な社会の実現という観点から、再生可能エネルギーについての

扱いも圧倒的に多いです。特に、これからの時代を担う子供たちには、

資源やエネルギー、環境といったことに意識を向けまた大切にしてほ

しいと思っていますので、私は、東京書籍がよいと思います。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○森教育長 学習指導要領の一部改定がございましたけれども、その一

つに防災時における関係機関の役割や連携についての内容があったと

思います。その点では、東京書籍や教育出版の扱いは、分量的にも多

いのではないかと感じました。 

○町田委員長 他に御意見はございますでしょうか。 

○吉村委員 東京書籍も本当によいとは思っておりますが、清水書院も
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同じようによいと感じております。 

  清水書院は、経済に関する学習内容が多く、消費者教育、金融教育

などを推進していく上でも経済に関する学習内容に重点を置いている

ことは大切なことだと思いますので、私は、清水書院がよいかと考え

ております。 

○町田委員長 他はいかがでしょうか。 

○當摩委員 私も、清水書院を推薦したいと思っています。 

○町田委員長 他にございますか。 

○森教育長 私も、清水書院を推したいと思っております。 

  清水書院の教科書は、単元ごとにテーマが設定されておりまして、

それが導入部分に提示され、ねらいが明確になっている点がよいと考

えております。 

  また、社会の事象や現代の課題について、作業学習や調べ学習を行

うように構成されていることが挙げられると思います。 

  この学習を通して自分で調べ、考えたことを交流することで、子供

たちは互いに考え方を知り、様々な事象を多角的・多面的に捉える力

を伸ばしていくことができるのではないかと思っているからです。 

  以上です。 

○町田委員長 今、皆様の御意見をいただきまして、清水書院を採択す

ることの意見が多かったように思います。清水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 賛成多数ということで、社会公民的分野は、清水書院を

採択いたします。 

  次に進みます。 

○青木教育部次長 次に、地図についてです。 

  東京書籍と帝国書院の２社について、審議並びに採択をお願いいた

します。 

○町田委員長 それでは、地図についての審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○小関委員 ２社ですけれども、東京書籍は資料がとても多く、よくで

きていると思います。 

  しかし、帝国書院の地図の方が目的別の資料が多く掲載されていま

して、情報量も多く、調べ学習に対して非常によく対応できるように
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なっていると思いました。また、断面図や鳥瞰図が多く、空間を捉え

やすくする工夫もされています。地図の色分けもはっきりしていて、

大変見やすいと思いましたので、２社を比べた場合は、私は帝国書院

を薦めたいと思います。 

○町田委員長 分かりました。他にございますでしょうか。 

○當摩委員 私も、今の小関委員と同じ考えです。また、地理の教科書

と同じ会社の方が使いやすいという点があるのではないかと考えてお

ります。その意味でも、私は帝国書院を推薦したいと思っています。 

○町田委員長 他にいかがですか。 

○吉村委員 私も、帝国書院を推薦します。 

○町田委員長 分かりました。他にございますか。 

○森教育長 私も、帝国書院がよいかと思います。 

○町田委員長 分かりました。 

  皆様から、帝国書院を推薦される意見がありましたので、地図は帝

国書院を採択することで、異議はございませんでしょうか。 

  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、地図は帝国書院を採択すること

とします。 

  ここで、６種目の採択が終わりましたので、暫時休憩といたします。 

では、休憩します。 

   

午前１０時１３分 休憩 

 

午前１０時２５分 再開 

 

○町田委員長 再開いたします。 

○青木教育部次長 それでは、数学についてです。 

  東京書籍、大日本図書、学校図書、教育出版、啓林館、数研出版、

日本文教出版の７社について、審議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、数学の審議に入ります。 

  各委員からの御意見をお願いします。 

○當摩委員 東京書籍は、定着が十分でない生徒や、学び直しの機会を

必要とする生徒への対応として、例題や問題の間に「たしかめ」があ
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りまして、基本的な内容を理解することができているかを確認しなが

ら学習を進めることができる点が、大変よいと思いました。 

  本市の生徒の実態を踏まえますと、基本的な学習の定着を図るため

に、既習事項を十分活用して、前の学習に立ち戻って学ぶことがいか

に大切かと考えますので、私は東京書籍を推したいと考えています。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も、東京書籍がよいと思います。東京書籍は、教科書の

ページにある「ちょっと確認」や「まちがい例」などが示されていて、

つまずきを確認したり、学び直しや既習事項を活用して復習に取り組

むことができる構成になっています。 

  数学は、この部分がとても大事なのではないかと考えております。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○小関委員 私は、東京書籍だけではなく教育出版もよいと思っていま

す。教育出版は、各章の内容に入る前に、これまで学習したことを確

認するページがあります。その後、これからの学習のきっかけとなる

課題に取り組むことができる構成になっています。これは、学習にス

ムーズに取り組むことができるという点でよいと思いました。 

  また、教育出版は、中学１年生が小学校から中学校に入ってきて初

めに学習する、「正の数・負の数」の単元に非常に多くページが割か

れ、例題も多く示されています。中学校の数学の学習にスムーズに入

るという構成もよいと思いました。 

  以上です。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○森教育長 私は、生徒の「個に応じた学習」に取り組むことを考えた

ときには、学習の基礎的・基本的な内容の定着を図るための学習につ

いても、もちろん大切だと思っておりますけれども、発展的な内容の

学習の取り上げ方にも着目する必要があると考えております。 

  数学では、習熟度別指導を行う学校もあることから、学校図書、東

京書籍の教科書が発展的な内容について多く取り扱っておりよいと感

じているところです。 

  この二つの教科書を比較しながら、本市の子供たちの実態もあわせ

て総合的に考えますと、学習の基礎的・基本的な内容について段階的

に扱われており、学び直しを確実に行ったり、つまずきに気付きなが

ら学ぶことのできる東京書籍の教科書がよいと思っております。 
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○町田委員長 いただいた意見では、東京書籍か教育出版の２社という

ことですが、他に御意見はございませんでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 御意見等ないようでしたら、この２社で採決したいと思

います。 

  東京書籍を採択することに賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 それでは、賛成多数ということで、数学は東京書籍を採

択いたします。 

  次に進みます。 

○青木教育部次長 続きまして、理科でございます。 

  理科は、東京書籍、大日本図書、学校図書、教育出版、啓林館の５

社について、審議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、理科の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○小関委員 学習指導要領の理科の目標には、自然の事物や現象に進ん

で関わり、目的意識をもって観察、実験などを行い、科学的に探求す

る能力の基礎と態度を養うこと、そして、科学的な見方や考え方を養

うことと示されています。 

  そこで、生徒が主体的に自然の事物や現象に関わって、目的意識を

もって観察・実験を行えるかという観点から、実験の数に着目しまし

た。すると、大日本図書と東京書籍が多く扱われていました。特に大

日本図書では、実験の考察を深める手だてが非常に的確に示されてい

まして、論理的な思考力を高めることができると思いました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ただいま、観察・実験の扱いについて意見が出ました。

このことについて、他に御意見はございますでしょうか。 

○吉村委員 東京書籍は、実験や観察の目的や見方、考察のポイントな

どが整理されていて、目的意識をもって観察や実験を行うことのでき

る構成になっていました。私は、東京書籍がよいと思っております。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 昨年度の東京都の学力調査の結果から、本市の子供たちに

は、直接観察することが難しいものについて、モデルなどを提示して

基礎的な知識を確実に身に付けさせることが必要であるのではないか
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ということが考えられます。 

  その点では、どの教科書にも、実験を行う際の注意点や、着目すべ

きポイント、考察のポイントなどの工夫がされていて、よくできてい

ることを全体の印象として受けました。 

  以上です。 

○町田委員長 他に御意見はございますでしょうか。 

○森教育長 安全に留意して観察、あるいは実験を行うという点では、

各教科書の取り扱いは、それぞれ工夫が見られるかと思います。 

  特に分かりやすい工夫が見られたのは、大日本図書と東京書籍だと

感じました。 

  大日本図書は、観察・実験等に使われる基本的な器具・装置の扱い

方が端的にまとめられているページがございました。また、東京書籍

は巻末資料として、教科書に取り上げられている「主な薬品の性質と

取扱いの注意」についても示されているかと思います。 

○町田委員長 大日本図書、東京書籍についての意見が出ましたが、他

はいかがでしょうか。 

○當摩委員 本市の生徒の実態を踏まえまして、全体のバランスを考え

ますと、既習事項を振り返り、見通しをもって学習に取り組むことが

できる大日本図書の教科書が、基本的な知識や理解の定着を図るのに

はよいと感じました。 

○町田委員長 他に御意見はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、御意見の多かった東京書籍と大日本図書の２

社について採決したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  初めに、東京書籍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 ２票。 

  続きまして、大日本図書を採択することに賛成の方の挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 分かりました。 

それでは、２票ずつでしたので、私の意見を述べさせていただきた

いと思います。 

私は、大日本図書を採択することに賛成いたします。観察・実験の
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数の多さが、大きな理由です。この件に関しまして、やはり実験は安

全面に十分配慮して行うことも大変重要であることを付け加えさせて

いただきたいと思います。 

賛成多数ということで、理科は大日本図書を採択させていただきま

す。 

  次へ進みます。 

○青木教育部次長 次に、音楽一般についてです。 

  教育出版、教育芸術社の２社について、審議並びに採択をお願いい

たします。 

○町田委員長 それでは、音楽一般の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いします。 

○小関委員 学習指導要領の目標には「音楽文化についての理解を深め

る」とあります。その点から考えますと、我が国の伝統音楽に対する

理解を深め、音楽文化に愛着をもち、諸外国の音楽文化を尊重する態

度の育成を重視することが大切だと考えます。 

  そこで、我が国や郷土の伝統音楽の曲数、そして資料の数に着目し

ました。表現、それから鑑賞を合わせますと、その曲数は教育芸術社

が多く扱われていると思います。 

  様々な曲に触れるという観点からは、教育芸術社がよいと考えまし

た。 

  以上です。 

○町田委員長 他に御意見はございますか。 

○當摩委員 私は、諸外国の音楽の曲数と資料の数に着目しました。そ

うしますと、表現と鑑賞を合わせた曲数が多く扱われているのは教育

芸術社でありましたので、私も教育芸術社がよいと思いました。 

○町田委員長 教育芸術社を推す意見が出ておりますけれども、他には

いかがでしょうか。 

○森教育長 我が国や諸外国の曲に多く触れることによりまして、音楽

文化への理解を深め、豊かな情操を育むという側面で考えますと、や

はり教育芸術社の教科書がよいかと思っております。 

○町田委員長 これまでの意見を総合いたしますと、教育芸術社への意

見が多いようですが、吉村委員はいかがですか。 

○吉村委員 私も、教育芸術社がよいと思います。 

○町田委員長 分かりました。それでは全員、教育芸術社を推薦してお
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りますので、音楽一般は教育芸術社を採択したいと思います。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、音楽一般は教育芸術社を採択い

たします。 

  次へ進みます。 

○青木教育部次長 続いて、音楽器楽合奏です。 

  音楽一般と同様、教育出版、教育芸術社の２社について、審議並び

に採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、音楽器楽合奏の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○小関委員 音楽は先ほどとの関連もありますが、学習指導要領の目標

には「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽を愛好する心情を育

てる」とあります。この点から、音楽活動の楽しさを十分に体験する

ことが大切になると思います。 

  様々な楽器に触れることは、音楽の楽しさを体験することにつなが

るのではないかと考えまして、教科書で取り上げられている楽器の種

類と、その合計数に着目してみました。 

  教育出版、教育芸術社のどちらもリコーダー、弦楽器、打楽器、和

楽器などを取り上げていますけれども、教育芸術社は打楽器を多く取

り上げていました。教育芸術社は１３、教育出版は３です。 

  また、楽器を取り上げている数の全体の合計でも、やはり教育芸術

社が多くなっていると思います。より多くの楽器に触れることができ

るという点で、教育芸術社がよいと考えました。 

  以上です。 

○町田委員長 分かりました。 

  他に御意見はございますか。 

○當摩委員 子供たちが音楽に対する興味・関心をもつきっかけとなる

ような、著名な楽器の奏者の写真とメッセージなどが口絵に掲載され

ている点では、どちらの教科書も工夫されていると思いました。 

  しかし、総合的に考えますと、いろいろな楽器による合奏曲を多く

取り上げている教育芸術社の教科書がよいと思いました。 

  また、音楽一般と同じ教科書の方が先生方も使いやすいのかとも思

いました。 
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○町田委員長 他にいかがですか。 

○森教育長 私も、音楽一般と同じ教育芸術社の教科書がよいと思いま

す。 

○町田委員長 他にはいかがですか。 

○吉村委員 私も教育芸術社がよいと思います。 

○町田委員長 それでは採決に入ります。 

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、音楽器楽合奏は教育芸術社を採

択いたします。 

  次に進みます。 

○青木教育部次長 続いて、美術についてです。 

  美術は、開隆堂、光村図書、日本文教出版の３社について、審議並

びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、美術の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いします。 

○當摩委員 美術科の学習においては「表現」「鑑賞」ともに重要な学

習内容であります。「鑑賞」は、生涯にわたって美術を愛好する心情

を育てるという、美術科の目標を実現する上で大変重要な学習でござ

います。また、学習指導要領の改訂により「美術文化についての理解

を深めること」が加わりました。このことから、様々な美術作品の取

り上げ方について教科書を拝見しました。どの教科書にも生徒の作品

や日本の美術作品、諸外国の美術作品が豊富に掲載されておりまして、

作品などの数は、光村図書の教科書が多く掲載されていました。 

  様々な作品に触れるという点から、私は光村図書がよいと思います。 

○町田委員長 他にはいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も、作品の原寸大が写真で示されている光村図書と開隆

堂の教科書がよいと思いました。このことにより、生徒の興味・関心、

作品への理解を深めることができるのではないかと考えております。 

  その中でも、光村図書には、火焔型土器が原寸大で示され、作品の

おもしろさと迫力を鑑賞することができると考えました。光村図書が

よいと思います。 

○町田委員長 小関委員はいかがでしょうか。 

○小関委員 美術の学習には、様々な用具や機械類を使用します。材料
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や用具の正しい使い方、それから片付け方といった安全指導を徹底す

る必要があると思います。 

  道具の基本的な使い方や安全への配慮について、それぞれ教科書を

見てみました。どの教科書にも安全への配慮事項がマークで示されて

います。特に光村図書は材料や用具などの扱いについて、具体的にそ

れが示されている箇所が多く、よいと思います。 

  以上です。 

○町田委員長 光村図書を推す意見が多いようですが、森教育長はいか

がですか。 

○森教育長 私も、作品数が多いという点で、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、採決に入ります。 

光村図書に賛成の意見が多いようですので、美術は光村図書という

ことでよろしいでしょうか。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成です。それでは、美術は光村図書を採択するこ

とにいたします。 

  次へ進みます。 

○青木教育部次長 次に、保健体育につきまして、東京書籍、大日本図

書、大修館書店、学研教育みらいの４社です。審議並びに採択をお願

いいたします。 

○町田委員長 それでは、保健体育の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いします。 

○當摩委員 どの教科書も、生徒が学習のねらいをもち、学習活動に取

り組み、学んだことを振り返ったり、日常生活に生かそうとすること

ができるものでした。 

  中でも、私は東京書籍に着目しまして、見開き２ページで「今日の

学習」「キーワード」「やってみよう」「考えてみよう」「生かそ

う」と段階をおいて示されていて、その構成がよいと感じました。 

  東京書籍がよいと思いました。 

○町田委員長 東京書籍についての御意見でした。 

他に御意見はございますか。 
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○小関委員 私は、保健体育は非常に限られた学習時間の中で生徒が学

習内容を効果的に学んで理解するためには、表やグラフ、写真、コラ

ムなどの資料が豊富に掲載されていることがよいと考えます。 

その点から教科書を見てみますと、学研教育みらいの教科書がよい

と思いました。写真やイラストがとても多く、生徒の興味・関心を向

上させることが期待されます。 

また、現代の子供たちに増えてきているアレルギーについて「もっ

と広げる 深める」といった資料も扱っています。特に、食物アレル

ギーについての記述は、生徒一人一人に知っていてほしい内容が記載

されていました。 

このことを踏まえて、学研教育みらいの教科書がよいと思います。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も、学研教育みらいの教科書を推したいと思っています。 

  保健体育の授業では、運動や健康・安全について正しく学び、学ん

だことを日常生活に生かし、明るく豊かな生活を送ろうとする態度を

育てることがとても重要だと考えております。 

  その中で、各教科書の「安全」についての扱いに着目したところ、

学研教育みらいの教科書では、「自然災害」としての東日本大震災を

はじめ、これまで日本で起きた自然災害の写真が非常に多く取り上げ

られておりました。日頃からの備えとして「自助、共助、公助」につ

いて学び、考えるページがあり、防災教育を推進するための充実した

教育であると思いました。 

  以上です。 

○森教育長 私も、防災教育の観点から、学研教育みらいの教科書を推

薦したいと思います。 

○町田委員長 今、各委員からの意見で、東京書籍、学研教育みらいに

ついての御意見をいただきました。 

  ここで、採決に入りたいと思います。 

まずは、学研教育みらい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 賛成多数ということで、保健体育は学研教育みらいを採

択いたします。 

  次に進みます。 



２３ 

○青木教育部次長 次に、技術・家庭の技術分野についてです。 

東京書籍、教育図書、開隆堂の３社について、審議並びに採択をお

願いいたします。 

○町田委員長 それでは、技術・家庭、技術分野の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○吉村委員 私は、ものづくりなどの実践的・体験的な事項を多く取り

上げている教科書がよいと考えております。 

  その点では、教育図書がよいのではないかと思っております。 

○町田委員長 教育図書について御意見をいただきました。 

  他は、いかがでしょうか。 

○當摩委員 各教科書には、様々な「ものづくりについて分かりやすく

示すための工夫」が見られました。中でも、「ものづくり」の作業工

程ごとに写真を多く使って、作業のコツや基礎技術の説明が丁寧に示

されている教育図書がよいと思いました。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○森教育長 作業工程を写真で伝えているところは、生徒たちにとって

大変分かりやすいと思いますので、私も教育図書を推進したいと思い

ます。 

○町田委員長 他にございますか。 

○小関委員 私も、教育図書に賛成です。 

  教育図書はコンピュータのプログラミングに関する学習で、スモー

ルステップを踏んで進められているため、生徒に分かりやすい構成に

なっていると思います。 

  また、再生可能エネルギーの扱いも多く扱っていることもありまし

て、総合的に考えて、教育図書がよいと思います。 

○町田委員長 委員の皆様方からは、教育図書を推す意見を多数いただ

きました。 

  では、採択に入りたいと思います。 

教育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、教育図書を採択いたします。 

  次に進みます。 

○青木教育部次長 続いて、技術・家庭の家庭分野です。 

東京書籍、教育図書、開隆堂の３社について、審議並びに採択をお
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願いいたします。 

○町田委員長 それでは、技術・家庭、家庭分野の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○當摩委員 現在の社会問題として、「少子高齢化」や「家庭の機能が

十分に果たされていない問題」があると思います。そのような中で、

家庭科の授業では、「家族と家庭に関する教育」や「子育て理解のた

めの体験」、「高齢者との交流」などを重視した学習が大切だと思い

ます。 

  教育図書はこの点に配慮し、「家族・家庭と子供の成長」という内

容について、６２ページ分と大変多くの紙面で扱っているので、教育

図書がよいと感じました。 

○町田委員長 ただいま、教育図書という意見をいただきましたが、他

にいかがでしょうか。 

○小関委員 私も、當摩委員のおっしゃるとおり、「家族・家庭」や

「子供の成長」に関する学習は大変重要な題材であると思っています。

この学習については、食や衣といった住生活を含めてですけれども、

それらを学習した上で学ばせたいと考えます。 

  その意味では、題材の配列を考えて、私は東京書籍を推薦します。 

  教育図書と開隆堂は、初めにこの題材を学ぶようになっていますが、

東京書籍は、衣食住の生活を学んだ後に学習するような流れになって

います。 

  また、調理に関するところでは、「小学校の指導内容との接続」と

いう点からも、東京書籍は単品の調理ではなく、一食分の献立の調理

内容を扱っている点もよいと思います。 

  そして、「日本各地の郷土料理」も資料として取り上げられていま

して、食文化に関心をもって学べるように工夫されています。その点

も、私が東京書籍を推薦する理由です。 

  以上です。 

○町田委員長 東京書籍についての意見をいただきました。 

他の委員の方は、いかがでしょうか。 

○吉村委員 私も、単元構成というのは大変重要であると思っておりま

すので、この点からも、東京書籍がよいと思っております。 

○町田委員長 教育長、いかがですか。 

○森教育長 男女平等教育の充実は、本市の教育目標における具体的取
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組の一つとして掲げております。その点では、東京書籍の扱いは大変

充実していると思っておりますので、私も東京書籍を推したいと思っ

ております。 

○町田委員長 これまで、東京書籍と教育図書についての御意見をいた

だいております。この２社について採択を行いたいと思います。 

  では、東京書籍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 賛成多数ということで、東京書籍を採択することにしま

す。 

  次へ進みます。 

○青木教育部次長 続いて、英語についてです。 

東京書籍、開隆堂、学校図書、三省堂、教育出版、光村図書の６社

について、審議並びに採択をお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、英語の審議に入ります。 

  各委員の御意見をお願いいたします。 

○當摩委員 本市の中学生の学力調査の結果から、語と語のつながりな

どに注意して英文を書くという問題で無回答率が高く、会話を聞いて

情報を関連付け、読み取ることが十分でなかったと伺っております。 

  本市の実態から考えますと、「語彙の定着」という点については、

教科書で扱われている新しい単語が多ければ、たくさんの語彙に触れ

る機会をもつことができると考えます。子供たちが多くの語彙を聞い

たり読んだりすることにより単語を知るということは、英語を学習す

る上での子供たちの自信となるはずです。その点から、扱っている単

語の数が最も多い三省堂を推薦したいと思います。 

  体験的に自分のことを振り返っても、あの単語が分かっていれば、

もう少し外国の方と話すときにうまくできたのではないかと後で悔や

んでしまうこともあり、中学生くらいのときから多くの単語が出てき

て、自然と身に付くことはとても重要かなと考えて、三省堂を推した

いと思います。 

○町田委員長 三省堂についての御意見がありました。 

  他にはいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も三省堂がよいと思っています。 

  それは、各課の終わりに、聞く、話す、読む、書くの４技能を使っ

て、学んだことのプレゼンテーションなど様々な言語活動によりアウ
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トプットする学習が設定されているところであります。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○小関委員 習得した英語を活用するという観点から見ますと、学校の

授業で学ぶ英語が、生徒にとって身近な学校生活や実生活に結び付く

ものであることがとても大切だと思います。 

  私は、生徒にとって身近で、最近話題になっていることや、英語圏

以外の国の文化について題材として取り上げているという点から、東

京書籍がよいと思いました。 

  以上です。 

○町田委員長 教育長、いかがですか。 

○森教育長 確かに、日本の伝統文化を取り上げたり、外国の生活や文

化を取り上げたりと、各教科書に内容の工夫が見られました。 

  私は、文化や生活、あるいは多様なものの見方や考え方、現代的な

題材などを取り上げ、４技能をバランスよく取り上げている三省堂が

よいのではないかと思っています。 

○町田委員長 ただいま、三省堂を推す意見が多いようですが、東京書

籍を推す意見もありました。 

  それでは、採決いたします。 

  三省堂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、賛成多数ということで、三省堂を採択したい

と思います。 

  以上で、１５種目全部について終了いたしました。 

  ここで改めて確認させていただきたいと思います。 

  順番に決定事項をお話しします。 

  国語は光村図書。書写は教育出版。社会の地理的分野は帝国書院。

歴史的分野と公民的分野は清水書院。地図は帝国書院。数学は東京書

籍。理科は大日本図書。音楽一般と器楽合奏は教育芸術社。美術は光

村図書。保健体育は学研教育みらい。技術・家庭の技術分野は教育図

書。家庭分野は東京書籍。英語は三省堂。 

  以上で間違いないでしょうか。 

  それでは、次に進みます。 

○青木教育部次長 最後に、小・中学校特別支援学級教科用図書につき

まして、審議並びに採択をよろしくお願いいたします。 



２７ 

  小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学校用のも

のとして、国語・書写が全部で２５点ございます。社会・地図が２点、

算数が１２点、理科が１点、生活科が１点、音楽が１点、図画工作が

１点、家庭が１点、保健が１点、生活が２６点の、計７１点でござい

ます。 

  中学校特別支援学級用としましては、国語・書写が６点、社会・地

図が５点、数学が３点、理科が２点、音楽が２点、美術が３点、保健

体育が２点、技術家庭が３点、英語が４点の、計３０点でございます。  

  その内訳として、学校教育法附則第９条の規定による教科書は、小

学校の５９点、中学校の２４点でございます。文部科学省の検定本に

つきましては、小学校は１２点でございます。中学校が６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につきまして、

審議並びに採択をよろしくお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、小・中学校特別支援学級教科用図書の審議に

入ります。 

  各委員の御意見をお願いします。 

○吉村委員 特別支援学級用の図書は、児童・生徒一人一人の障害の状

況や理解の程度を、学校の先生方が一人一人よく見た中で選んでいた

だいていると思っておりますので、選んでいただいた先生方の御意見

を尊重して、採択するのが妥当であると強く感じております。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、特別支援学級で使う教科書につきましては、

吉村委員からの御意見のとおり、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科書が変わるこ

とが考えられます。これにつきましては、担任の先生方の御意見を尊

重するのが最も重要であると考えます。 

  他に意見はありませんので、この特別支援学級教科用図書につきま

しては、原案どおり決定したいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 



２８ 

○町田委員長 それでは、原案どおり可決させていただきたいと思いま

す。 

  議案第３５号、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・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

ます。 

  これをもちまして、議案第３５号を終了いたします。 

  それでは、予定されました審議は全て終了となります。 

以上をもちまして平成２７年第２回東村山市教育委員会臨時会を閉

会いたします。 

午前１１時０７分 閉会 


