
平成２３年８月１０日開催教育委員会会議記録 
 

１ 開会・閉会等について 
日  時 平成 23 年 8 月 10 日（水） 午前 10 時 00 分 

場  所 教育委員会室 

開  会 午前 10 時 00 分 

閉  会 午後 5時 45 分 

 
出席委員 
  委   員   長    髙  木  新 太 郎 
  委       員    横  井  利  男 
 委       員    鈴    木  み ゆ き 
 委       員    雁  部  隆  治 
 教   育   長    横  山  信  雄 

 
  
 説明のために出席した職員 
   教 育 委 員 会 事 務 局 次 長   小  暮  眞  人 
   庶 務 課 長      後  藤  隆  宏 
   学  務  課  長   藤  田     悟  

指  導  室  長   橋  爪  昭  男  
      すみだ教育研究所長   渡  部  和  美 
   生 涯 学 習 課 長   金  子  し の ぶ 
   ス ポ ー ツ 振 興 課 長      中  山  賢  治 
   あ ず ま 図 書 館 長      村  田  里  美 
 

 
 
２ 会議の概要 
 
○髙木委員長 時間になりましたので、ただいまから教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名

人は横井委員にお願いします。それでは、日程に従って進めさせていただきます。 
  なお、議事の都合により、適宜教育委員会を閉じ、休憩することもあるかと思いますが、ご了承く

ださい。 
 
議決事項第１ 

議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」の案件を上程し、指導



室長が説明する。 

○髙木委員長 どうもありがとうございました。 
 審議に入る前に、これまでの経過などについて確認させていただきます。 
  墨田区立小中学校教科用図書採択事務取扱要綱に基づき、４月27日から６月３日までの間、教科ご

との教科用図書調査委員会を設けて専門的な調査を行うとともに、６月７日から７月１日までの間、

すみだ生涯学習センター内に教科書を展示し、ご来場された区民の方々からもご意見を伺ったところ

です。 
  そして、６月９日に教科用図書選定審議会を立ち上げ、教科用図書調査委員会からの報告、学校か

らの調査研究報告、区民からの意見などを資料として、７月４日までの間、４回の教科用図書選定審

議会を開催し、すべての教科について審議を行い、７月６日に墨田区教科用図書審議会の答申として

ご報告をいただきました。 
  さらに、皆さんは７月12日から８月１日までの間、すべての教科書を実際に手にして教科用図書調

査委員会からの報告、学校からの調査研究報告、区民からの意見などにも目を通していただきながら、

教科書の細部にわたりご検討をいただいてきたところです。 
  なお、本日も本会場に教科書、各報告等を用意していますので、必要に応じてご確認いただきなが

ら審議をお願いいたします。 
  さらに３月11日の東日本大震災の後、教科用図書の見本文の内容を修正するなどの報告を聞いてい

ますので、この取り扱い、これを指導室のほうに文部科学省及び東京都教育委員会に対応をどうする

のか、問い合わせていただきました。 
○指導室長 ご報告いたします。 
  今回の大震災を受けて、文部科学省から各出版社に内容修正等の指示は出ておりません。東京都教

育委員会にもそのような情報は入っておりません。内容の修正については発行者が責任を持って行う

ことになっております。既に写真等を差しかえることについて通知してきた出版社もございます。そ

れ以外の出版社につきましては、現在検討中であるという回答を得ております。訂正する場合の手順

ですけれども、まず出版社が文部科学省に訂正申請を提出します。その内容が認められれば修正は可

能になります。この場合、修正後の見本本の提供はございません。来年度の４月に修正された内容で

教科書として学校に配付されることになります。 
  なお、修正については大幅な変更はできないことになっております。このことから大震災にかかわ

る指導については、発行者が修正を加えない限り、教科書では見本本にある内容で指導することにな

ります。しかし、大震災に関する子供たちへの指導については、東京都教育委員会が作成している冊

子「地震と安全」を、今年度は全児童、全生徒に対して配付しております。 
  また、今年度末までには都教委のほうで、大震災に関する各教科の横断的な指導資料を作成するこ

とになっております。それらの資料を教科書とあわせて活用し、指導するよう徹底してまいりたいと

思います。 
  以上でございます。 
○髙木委員長 今のようなお話で、教科書によって確かに写真の入れかえなどがあったのですが、ここ

では見本本、大震災のことについては、今お話にありましたように、東京都教育委員会からいわば副

読本の形になるかと思いますが、「地震と安全」という冊子が出て、しかも教科の横断的な配慮も行

うということで、そちらに任せるということで見本本に沿って、この教科書採択では対応するという



ことにこの教育委員会では、教育委員さん達と一緒にそういう決定をいたしました。それでは、審議

の順序ですが、国語から順に９教科15種について審議をいたします。 
  なお、各評価などの審議の冒頭に学習指導要領に定める教科ごとの目標等について、指導室から説

明をしていただきたいと思います。 
  では、よろしくお願いいたします。 
○指導室長 国語についてご説明いたします。国語の教科の目標は「国語を適切に表現し正確に理解す

る能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想像力を養い、言語感覚を豊かにし、国語

に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる」となっております。次に、新しい学習指導要領に

よる主な変更点について申し上げます。 
１つ目、言語活動の充実。発表、案内、報告、討論、鑑賞、批評などの言語活動が具体的に示され、

これらを適切に実施することが求められております。 
２つ目、「話すこと、聞くこと、書くこと、読むこと」の各領域の偏りのない総合的な国 

語力の育成が望まれております。国語の現在使用している教科書は「光村図書出版株式会社」になっ

ております。全５者からの採択をお願いします 
○髙木委員長 どうもありがとうございました。 
 それでは、国語の教科書について委員の皆さんのご意見、よろしくお願いいたします。 
○雁部委員 私は初めに墨田区の教育指針において、確かな学力の定着と向上という項目がありますが、

そこに着目して選定いたしました。また、もう一つは子供たちがいかに興味を持って学習に取り組め

るかという点にも留意して選定いたしました。 
  結論から言いますと、私は光村図書をお薦めいたしたいと思います。 
  まず、単元ごとに読む、話す、聞く、書く、または言葉、文法まで満遍なく学習できるようになっ

ている点がよろしいかと思います。単元内で習ったことをすぐに復習ができまして、これは非常に子

供の学力の定着にはいいのではないか。また、単元を繰り返すことで、確かな学力の定着には有効と

考えております。もう一つは、学校の先生も生徒も教科書どおりに素直に使っていけば、身につくと

いう点。それから文法についてもわかりやすくまとまっている点がよいと思いました。 
  次に教育出版社ですが、学習の進め方、ねらいが明確になっている点がよいと思いました。また、

各単元の冒頭の脚注で、各単元を読む上での目的を明確にし、各単元後には「道しるべ」で問題提起

しているとことがよいと思います。また、教育出版社のカラーユニバーサルデザインに配慮している

点もよいかと思います。 
  三省堂につきましては、比較的新しい教材を、取上げていて、内容も充実していると思います。た

だやや説明書的な文章が多くあること、２分冊であることが、使い勝手に少々問題があるのではない

かと感じました。 
  東京書籍は、こちらも単元構成で満遍なく学習できるようになっております。単元内でできる漢字

道場という欄がすごくよいです。また、読む課題では読解力を身につける工夫をしている欄がありま

して、こちらもよいと思いました。 
  学校図書については、読む内容に関しては大変充実しておりまして、読解力を身につけるにはよい

と思いますが、内容が多過ぎて、墨田区の子供たちには少し難しいのではないかと。バランスがいま

一つよくないかなと感じました。 
  各者問題点はいろいろあるのですが、全体的なバランスを考慮した上で、私は光村図書をお薦めし



たいと思います。   
○鈴木委員 私も全者、拝見いたしました。それぞれ得意とする領域があるのかなと思いました。 
  東京書籍は、何を学ぶのかという大きな柱が非常にわかりやすかったと思います。 
  学校図書は、修得、活用、探求という形で、学びの道筋がわかりやすいと思いました。 
  三省堂は説明文に、最近のものを使っていらっしゃるので、おもしろいと読んでいて思いました。 
  ただ光村図書と、それから教育出版は古典の書き方が、上が古典で、下が現代文というふうに学び

の入門としてはわかりやすかったことと、それから学習の記録などがビジュアルで、整理がしやすい

というふうに感じました。また、こういう本を読んでみたらどうですかという、子どもたちへの読書

への誘いというのがとても上手で、特に光村図書はそれぞれちょっとした内容の紹介みたいなのもつ

いていたので、そういう意味では光村図書と教育出版が両雄で、光村図書のほうが丁寧ではないかと

いうところを感じました。 
○横井委員 私も各者それぞれ子供たちのために本を作ろうという努力が見られて、どれをとるか大変

難しい問題だと思いました。 
  一つの視点として、同じ教材をどのように扱っているかということを考えました。１年で共通する

読み物教材として、ヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」というのがあるのですが、それを具体

的な例で比較してみると、それぞれ特徴があります。 
  東京書籍は148ページからですが、目立つところでは脚注に当たる部分の新出漢字についての扱い

が大変丁寧だと思います。１年の148ページ。新出漢字が出てくると、読み方が書いてあるだけでは

なく、ほかにどのような使い方があるかという例が出ているというのはよいと思いました。それから

150ページ、151ページを見ると、脚注の左右に読解の手引きが書いてありますが、「少年の日の思い

出」を読むための学習のねらいのようなものは特には書かれておりません。 
  学校図書は258ページ、これは新出漢字がただ羅列してあり、やや見にくいのではと思います。 
  それから三省堂、このヘルマン・ヘッセ、他者は全てメーンの教材として取り上げておりますけれ

ども、三省堂は資料編のほうになっております。文学的な読み物については、例えば本冊で68ページ

に、「空中ブランコ乗り」という読み物がありまして、これは新出漢字に当たるものは出てこないで

すね。脚注はまさに脚注として使われているようであります。三省堂は、１年の68ページの右下を見

ると、282ページを参照するようになっておりまして、282ページに、どう読み取るかということの参

考になる事柄が書かれております。それはおもしろい工夫だなと思いました。 
  教育出版は110ページ、このタイトルのすぐ右に、学習のねらいが目立つように書かれています。

他の教材についても、大体同じようにねらいが書かれている。それから脚注に当たるところに、注釈

がカラーで図鑑のようにきれいになっているなど、いろいろ丁寧かなと思います。ただ、脚注が余り

華やか過ぎると本文が目立たなくなるおそれはあるかもしれません。 
  光村図書は178ページからなんですが、こちらは学習のねらいはタイトルの下に書かれております。

注もカラーではありませんが、そこそこになっているので、これだけ見ると教育出版とか光村図書が

少なくともこの単元についてはよいかなと思います。 
  それから、読み物ではなくて、各領域についてどのようなことが配慮されているかもチェックして

みましたが、それぞれかなり違うスタンスといいますか、アプローチといいますか、書くことを指導

するようになっております。甲乙つけがたいところがありますが、私は三省堂が資料編が別冊になっ

ていて、充実しているので、学習を深めたい子供たちにとっては非常に有効かなという気はしますけ



れど、実際にお使いになる学校の先生の方が分冊になっていると、なくす心配があるとか、忘れる心

配があるとかいうようなことで、評価が分かれると思います。 
  光村図書は全体的にバランスよくできておりますのでいいと思いますが、丁寧に見ると、地震関連

の教材が３部、原発関係、チェルノブイリですけれども、関係が１本。そういった災害や原子力問題

を意識させるという意味では、あっていいと思うのですが、取り扱い方を間違えると、子供たちが変

に誤解をしたり、先生たちも扱いが難しいということはあるかもしれません。それから光村図書は他

者に比べると、近代文学教材が少ないですね。教育出版は芥川の作品が全学年を通じて２つ含めて４

作品があります。三省堂は芥川が１を含めて３作品。光村図書は鷗外と漱石の２作品だけです。です

から近代の作品についてはやや不十分だと思います。 
  私は教育出版が学習のねらいが明確であること、脚注が充実していること、教材に偏りがないこと

などで評価できると思いますが、あとは三省堂と光村図書あたりも十分に考えていいかなと考えてお

ります。教育出版は単元構成、順番が領域別になっているのが特徴的なので、これも評価が分かれる

ところかもしれないと思っております。 
○教育長 私としては、学校図書版と光村図書のどちらがいいかなと考えています。 
  学校図書版は内容として読む教材が充実しているように思いました。読みごたえのある文章が多く、

読解力を課題としている本区においては良いように思うのですが、反面なかなか読みこなすのが難し

い面もあるという印象です。そうした中、光村図書版はそれぞれの学年に適した内容になっているも

のと思います。あと先ほど横井委員からもご指摘があったように、脚注の記号表示が光村のほうがわ

かりやすい。その辺の表現が、少々工夫がされており、どちらかと言うと光村のほうが良いというの

が私の意見です。 
○髙木委員長 全体を見ると光村図書はいわゆるスタンダード、標準的なスタイルだと思うんです。先

ほど話に出ました三省堂のように、資料をつけるとか、そういうのは工夫でプラスの評価もあるでし

ょうし、何冊も持っていくのもという話があったようにマイナスの評価もあるのかもしれません。そ

ういうことが、光村図書には余りないんですね。 
  国語はやっぱり重要な教科なので、特に日本の学力テストというとＯＥＣＤのＰＩＳＡというのが

あるんですね。そこで文部科学省が重視したのが、読解力の低下ということに、非常に文部科学省初

め力を注いできました。そういう観点から言うと読み物、読書案内ですね。例えば光村図書ですと、

１年生ですが、84ページをあけていただくと、読書案内、いろいろ出ていて、こういうふうに整理さ

れていると、分野ごとにいろいろな本がありますから、子供たちが学校の図書室、あるいは公立の図

書館に行って勉強するときに参考にしやすいわけですね。やっぱり本に親しむということが一番読解

力の向上につながると思いました。 
  もちろんほかの出版社でも読書は重要だと感じているように思います。例えば東京書籍だと、90ペ
ージに「読書への招待」がありますが、取り上げる本がどうかというところが一つポイントなんです

が、要するにこの90ページと光村図書の84ページを比較すると、光村図書の方がジャンルが広くて、

しかもコンパクトにまとまっているんです。 
  例えば最初の３つ、90ページの東京書籍のほうですと、読書案内で、最初の３つが欄が大きいわけ

です。要するにそれだけページを割いているわけです。そこで「15歳の長崎原爆」、「ガラスのうさ

ぎ」、「沖縄戦の絵」とかそういう本が紹介されていますが、もう少しバラエティに富んでいたほう

がよいと思います。そういう意味では光村図書のほうがバラエティに富んでいます。1年の86ページ



のように、芸術や冒険、自分、詩歌というふうにジャンルを分けています。 
  それからもう１点、読書関係で言うと、横井委員からもお話がありましたけれども、墨田区ゆかり

の芥川龍之介の扱いとかあるわけですが、東京書籍では１年で芥川龍之介の「トロッコ」、学校図書

では３年で芥川龍之介の「少年」を扱っている。それから三省堂はやっぱり１年で「トロッコ」を扱

っている。教育出版は「蜘蛛の糸」と「トロッコ」と両方扱っている。光村図書は２年の265ページ

で、郷土ゆかりの作家・作品というのがたくさん並んでいます。その中で、芥川龍之介の「大川の水」

というのが紹介されています。これは百本杭が出てきますから、横網あたりですかね、いわゆる蔵前

橋付近だと思います。 
  それから光村図書の３年で、やはり「羅生門」の出だしが出てくるというところがあります。そう

いうわけで読書に焦点を当てると、各者、芥川を中心に全者とも墨田区の作家、作品を取り上げてい

るというのが非常に国語を見ていてうれしく思います。やっぱり量からすれば、教育出版が取り上げ

方としてはよいのかなという気がしないでもない。 
  ただ、先ほどの話にありました古典の取り扱い、例えば光村図書の１年で「竹取物語」が出てきま

す。138ページですか。この「竹取物語」はもちろん古文ですが、わかるように下に現代文、例えば

「今は昔」というのは、「今ではもう昔のことだが」というように書かれています。それから139ペ
ージ、出だしにありますように、日本の物語では最古のものと言われている「竹取物語」の冒頭文に

なる。その後、物語が次のように続いていくという形で、「竹取物語」の性質ですね。それから140
ページには、原文とそれに合わせた現代訳みたいな形が対になって載っているので、子供たちが最初、

古文をやるときにこの解説というのは非常によくできているように思います。そういうことを考える

と光村図書でいいかなというふうに思っております。 
  それで、皆さんの意見を拝聴すると、光村図書か教育出版かというような感じですが、雰囲気では、

光村図書がいいというふうに思いました。光村図書出版でよろしいでしょうか。それでは議決事項第

１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」のうち、国語について

採択をしたいと思います。国語は「光村図書出版株式会社」を採択することにしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「光村図書出版株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引

き続きまして、書写について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 

○指導室長 書写に関する指導事項は、「字形、文字の大きさ、配列・配置などに関すること、漢字の

楷書と行書の書き方、漢字の楷書や行書に調和した仮名の書き方に関することから構成されておりま

す。正しく整えて早く書くことや、書写の能力を生活に役立てる態度の育成などが求められておりま

す。毛筆の使用は各学年が行い、硬筆による書写の能力の基礎を養うようにすること。」が記されて

おります。 

指導の時数は、第１学年及び第２学年では、年間２０時間程度、第３学年では年間１０時間程度と

することとされています。新しい学習指導要領による大きな変更点はございませんが、採択にあたり

系統的な配列、学習意欲を喚起する構成、硬筆と毛筆との関連や生活に生かす視点、手本の確かさと



美しさ、視覚的な工夫などの観点等も考慮してご審議ください。書写の現在使用している教科書は「光

村図書出版株式会社」でございます。全６者からの採択をお願いします。 
           
○髙木委員長 どうもありがとうございました。 
  それでは、委員の皆さん、ご意見よろしくお願いいたします。 
○雁部委員 書写につきましても、国語同様に光村図書を薦めたいと思います。 
  理由はまず硬筆の練習が、なぞり書きや書き込みでできるようになっている点がよいと思います。

また、筆運びの表現がわかりやすい。それから、25ページの、見開きにより、楷書と行書の比較がで

きるようになっている点がよいと思います。手本自体が力強い字体で書かれておりまして、これもよ

いのではないかと思います。 
  ただ問題点というまでにはいかないのですが、光村図書の特徴でイラストが多様されていて、書写

という本の性質上、ここまでイラストが必要なのかどうか、今の子供たちはそのほうがいいのかどう

か、私は疑問に思いました。細かいところですが、６ページ、この用具の片づけ方というところまで

載っておりまして、これは使った後にちゃんと片づけるという教えが載っていて大変よいと思います。 
  あとは１年、２年、３年ともトータルで言いますと、30単位時間程度なので、１冊で十分ではない

かというのと、もう一者、学校図書も１冊ですが、ほかは全部２分冊になっております。この辺は考

え方ですが、30時間単位程度ということであれば、１冊を大事に使うというそういう教育もしていい

のではないかと思います。 
  三省堂は、ここも硬筆で練習、書き込みができるように書き込む欄が多くなっております。運筆は

朱墨と淡墨で視覚的効果は大変高いです。毛筆の手本は見開きで原寸大になっております。ほかの会

社ですが、分冊のところは最初のページは姿勢とか書き方の基本の部分が同じような表現になってお

りまして、男女別に分けてあるというところには配慮がしてありますが、ここまで必要かというのが

正直な感想です。 
  三省堂は、行書は行書でも少し字が崩しになっているのが気になりました。 
  教育出版は、ここも同冊。ここのいいところは、２年、３年の本の見開きですが、あの人が残した

文字というのがあり、著名な方の筆跡が掲載されているというところがいいのではないかと思いまし

た。ただ、硬筆で書き込む欄がないんですね。そこがちょっと難点かなと思いました。 
  それから東京書籍は見開きで、半紙と同じ原寸大になっています。大きさが覚えやすいという点で

はよかったです。運筆はやはり朱墨と淡墨で視覚的効果が高い。こちらはあるにはあるんですが、硬

筆で書き込む欄が少ないです。 
  学校図書は、１冊ですけれども、こちらは朱墨と淡墨で視覚的効果は高いんですが、中学生の狭い

テーブルで広げて手本とするときに、大体折り返すんですけれども、折り返しがしにくいのではと思

いました。 
  大日本は、こちらも分冊で、運筆は墨の濃淡で示していますが、このことに関しては具体的な説明

が書いていないので、学校の先生の力量に左右されてしまうのではと思います。あとここも唯一の問

題点として、毛筆の手本がかなり小さいです。１年生の６ページを見ていただくとわかるのですが、

かなり小さい字で書いてあります。書くときに大きさ的なバランスがよくわからないのではないか。

そういうところで、まずは実際に硬筆の練習ができる、あるいは筆運びの表現がわかりやすい等、全



体的なバランスを考えると光村図書をお薦めしたいと思います。 
○横井委員 私も光村図書でいいと思うのですが、細かい点については今、雁部委員がおっしゃったと

おりで、あと補足すると光村図書の82ページ、資料編ですが、「手紙の書き方」というのがあります。

その後「はがきの書き方」もあって、これが比較的充実しております。特にこの82ページの横書きの

事務的な文章のパターンはほかにはなかったと思うのですけれども、なかなかわからない方がいて、

やっぱり子供にきちんとこういうパターンがあるんだということを教えるのは必要かなと思います。 
  それからちょっと細かいことですが、平仮名で「いろは」を扱っております。光村図書は「いろは」

を七・五・七・五で書いています。52ページです。もう一つ前に。14ページに楷書ではないけれども、

普通のイロハ、52ページが行書に調和する仮名ということになっておりますが、これが七・五・七・

五で本来の意味に合う表記の仕方になっておりまして、子供たちも日本人としてこういうふうなこと

をきちんと身につけておくのはいいのではないかと思います。 
  三省堂は「いろは」がなかった。「あいうえお」だけであったと思います。 
  東京書籍は丁寧に書かれております。大日本図書と教育出版は６文字ずつべたっと書いてあるんで

す。ですから、いろは歌の本来からすると教育出版や東京書籍の書き方がいい。総合すると、光村図

書や東京書籍がいいと思いました。 
○鈴木委員 今の横井委員とかぶるところもあるのですが、私は生活の中の書写というところに注目を

してみました。やはり光村図書がいいかなと思う理由は、82ページから89ページにかけて、さまざま

な形の手紙の書き方、特に一筆箋があるというのは非常に新しいと思いました。この事務的な文章の

横書きに対しては光村図書だけですし、実は東京書籍と、それから大日本図書はお礼状が横書きなん

ですね。お礼状が横書きが悪いと言っているわけではないのですが、縦書きのものをきちんと最初に

学んでほしいという思いがあります。 
  ほかに、例えばその点では三省堂が割とあっさりとしておりますし、それから教育出版も丁寧では

あるのですけれど、種類としてそんなに多くないというところがあります。東京書籍のいいところと

しては、職場訪問のお礼状ということで、これは恐らく家庭科の教科との連携を図っているのではな

いかと思いますので、他教科、教科の横断的な配慮というところでは東京書籍がよくできていると思

いますが、さまざまな文体に触れることと、それからみずから書いてみようというときに参考になる

という点では、やはり光村図書がちょっと頭一つ出ていると思いますので、光村図書を推薦したいと

思います。 
○教育長 各委員からそれぞれの教科書の特徴を言われているので、結論的なことだけお話しします。 
  生徒の視点で考えた場合、学校図書版でも硬筆練習ができるように工夫されていますけれども、光

村図書版はなぞり書きができるようになっているということで、非常に書き順が問題になっている子

供たちの中で評価できると思います。 
  それから、１冊でまとまっているから良いと雁部委員からありましたけれど、非常にコンパクトで

いいという点と、さらに鈴木委員からありましたように、さらに光村本が生活を生かす教材が多いの

かなと、そういう印象を持っていますので、私としても光村版が良いと思っております。 
○髙木委員長 僕も実は手紙のところを全部見ていたんですが、光村図書が縦書き、横書き、確かに両

方あって、外国への手紙まで載っています。幅広く封筒の書き方、それからもちろん本文の書き方、

はがきの書き方、それから例えば同じ書き方でも、82ページというのは縦横に、もちろん文章は違う

んですが、いろいろな書き方を示していくということがおもしろいと思います。82、83、84ページは



「御中」で、85ページになると「様」というふうにはがきの書き方をちゃんと整理しています。あわ

せて、ノートのまとめ方や願書の書き方なども工夫していて、要するに光村図書１冊でまとまってい

ますから、１年生で教えてもいいし、２年生で教えてもいいという内容が多分混ざっているんだろう

と思います。 
  それに対して２分冊に分かれている本が多いのですが、こちらだと多分１年だとそれを教えなきゃ

いかん。２、３年だとそっちが教えないといけないというふうに仕分けされているので、それをどう

考えるかというのが一つのポイントになるかと思います。東京書籍は１年と、２、３年と分かれます。

今のはがき等は１年生で出てこないですね。それで２、３年の29ページ以降、世話になった先生方へ

とかいう格好で、34ページでしょうか。たしかそこで初めて出てきたんじゃないかな。だけど、はが

き･手紙というのは、一番使いそうな気がするんですよね。そういうのが後ろへ回るというのは、ど

うなのかなという気がいたします。 
  それともう一つは、硬筆と毛筆の取上げ方もあると思うんですね。全体的にこんなに硬筆の勢力が

強くなって大丈夫かなという気がしますけれども、時代の流れなんですかね。要するに実用から言っ

たら、毛筆というのは書道を習っていて特殊な方々が好まれるわけですから、実用性を重視すると硬

筆に移行するんだろうと思います。でも物は考え方で、毛筆ぐらいどこかで習っておかないといかん

という考え方もあると思うんですが、やはり中学生あたりが一番よいと思うんです。その辺のバラン

スも光村はとれているというふうに思いました。 
  そういうことで光村図書で構わないだろうというのが、私の意見です。 
  それでは、今の皆さんの意見をお聞きしていますと、もちろん対抗馬の出版社もあるわけですが、

全体としては光村図書がいいというふうに拝聴しましたので、書写の教科書は光村図書を採択するこ

とにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使

用墨田区立中学校教科用図書の採択について」のうち、書写について採択をしたいと思います。書写

は「光村図書出版株式会社」を採択することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「光村図書出版株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引

き続きまして、社会・地理的分野について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 

○指導室長 地理的分野についてご説明いたします。社会科の教科の目標は「広い視野に立って社会に

対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的、多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対する理解と

愛情を深め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者

として必要な公民的資質の基礎を養う。」となっております。また地理的分野の目標は「日本や世界

の地理的事象に対する関心を高め，広い視野に立って我が国の国土の地域的特色を考察し理解させ，

地理的な見方や考え方の基礎を培い，我が国の国土に対する認識を養う。」となっております。次に、

新しい学習指導要領による主な変更点について申し上げます。生徒自身が「身近な地域の調査活動」

を通して、社会参画の視点から調べ学習に積極的に取り組むことが重視されております。「自ら調べ

て考える学習」が実施しやすい構成になっているか、といったことも視点のひとつとして考慮してい

ただき、ご審議いただければと考えます。地理的分野の現在使用している教科書は「株式会社帝国書



院」でございます。全４者からの採択をお願いします。          
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  今回は私からお話します。結論から言いますと、地理的分野では東京書籍がいいと思います。その

理由なんですが、いろいろな審議会とか調査委員会の報告書によると、地理と地図というのが関係す

るのかという議論が出ております。僕はやっぱりこれ独立したものだというふうに思っていました。 
  理由は、そうしたら一遍に２種目とってしまうことになってしまうわけだし、地理は４者、地図は

２者ですから、だからそういうことがなくて、地図は地図として一般性を持っていて使えるというの

で、地理と地図は別物であるというのがまず第１点ですね。なぜそんなことを言うかというと、東京

書籍というのは地図を発行していますから。今回の改訂への対応が幾つかあるんですが、一つは言語

活動の取り上げている箇所ということなんです。東京都教育委員会の調査によりますと、東京書籍が

142カ所、それから教育出版が130カ所、帝国書院が120カ所、日本文教が93カ所というふうに、東京

書籍はこの言語活動、ほかの科目もそうなんですが、非常に重視しております。だからそういう意味

では指導要領の改訂に沿った方向で編集されているということがあります。 
  それからもう一つ、言語活動と非常に関連するんですが、レポートを書くというところがあるんで

すが、そのためには用語解説があったほうが便利なんですね。巻末に解説の項目がある教科書用語解

説というのを本文の中で紹介しちゃう教科書、用語解説という格好で、一覧的なタイプがあります。

東京書籍の地理をあけていただけますか。256ページです。そこに用語解説があって何ページに出て

くるかということが出ているんですね。こういうスタイルをとっているのが東京書籍と教育出版です。 
  帝国書院は本文の中に入っちゃうんですね。レポートを書く時は、索引で引くことができる、東京

書籍や教育出版のような一覧タイプのほうが利用しやすいのではないかと思います。 
  それから次に内容に少し入るわけですが、一つ今回の改訂への対応として三大宗教、世界の宗教分

布というのをどう扱うかということがあります。東京書籍は36、37ページで世界の宗教分布を扱って

います。ここで重要なのは仏教、キリスト教、イスラム教は三大宗教と呼ばれる。それで宗教人口か

らすればヒンズー教は多いんですが、これは特定の民族や地域と強く結びついて信仰されているとい

うので、線を引くんですね。単に信家が多いからというような形でなくて、広がりをもって三大宗教

について解釈しているということをつけているんです。 
  教育出版は、28ページから31ページにかけて、宗教と社会のさまざまなかかわりを書いています。

特に教育出版のいい点はどこがいいかと言うと、30ページに副題として宗教の共存と対立ということ

が正面切って書かれている。要するに日本は多神教ですけれども、一神教のイスラム教とかキリスト

教だとか、時々紛争も起こすということがあります。 
  それから帝国書院は38ページ、39ページ、ここにやっぱり仏教、キリスト教、イスラム教の生活と

一緒に触れられています。 
  日本文教は内容が、飛ぶんです。一遍にまとめてくれればいいんだけれど、飛んでいるというとこ

ろがこれを使いにくくしています。具体的には仏教が44ページと50ページです。44ページが仏教、ヒ

ンズー教が入りますね。それからあとイスラム教、それが50ページ、キリスト教が58ページですね。

ちょっと文脈が宗教で統一されているかどうかというのが希薄になっているということがあります。 
  だからこの中だとやっぱり東京書籍と教育出版あたりがいいんだろうと思います。 
  それから次が領土関係、今、我々も領土関係があるんですが、これは書き方の問題ですよね。東京



書籍は116、117ページです。それから教育出版は124、125ページ。帝国書院はやっぱり124、125ペ
ージ。それから日本文教が122、123ページ。 

  領土関係はみんな扱っています。社会科は地理と歴史と公民と３つありますが、３つとも領土の話

が出てきます。だから何度も聞かされます。それで内容が違うということが、この執筆者が違うから

おもしろいところだと思います。 
  それで、東京書籍からいきますと、まず範囲ですね。領土ですから、領土の範囲が問題になってき

ます。北方領土については117ページの上に出ています。それから、要するに116ページには日本の経

済水域が出てくるんですが、これ、わざわざ生徒に教え込ませようと思って質問形式で出ております。

沖ノ鳥島も出ている。北方領土については歯舞、色丹、国後、択捉、云々ということが117ページに

書かれています。だから問題は書き方がどうかというのが多分人によっては問題視する。 
  東京書籍では、第二次大戦後にソビエト連邦が占領し、ソ連解体後もロシア連邦が引き続き占拠し

ており、これは場合によっては不法占拠のほうがいいんじゃないかと思います。そういうふうな話に

なるんですが、そういう占拠しており、現在この島々には日本人は住んでいません。それと同時に、

ビザなし交流が進められているということも大事です。それで下から２行目に、竹島が出てきます。

「日本海上の竹島は日本固有の領土ですが、韓国が占拠しており、対立が続いている」ということで、

一応ここでは北方領土及び竹島及び沖ノ鳥島、これは下に工事後なんて書いてありますけど、工事前、

工事後がついている。というような格好で割と詳しく取り扱ってはいます。ただ欠点は尖閣諸島がな

いでしょうね。今だと尖閣諸島は必要でしょうね。記述がないです。 
  それから、教育出版の場合はどうなっているかと言うと、124ページ、125ページですが、教育出版

はやっぱり同じような形なんですが、要するに東京書籍よりやや表現が急になっています。だから教

育出版のほうは経済水域のほうでちゃんと尖閣諸島、竹島を載せていますね。それから北方領土は右

側125ページになっている。北方領土の説明がやはりここでは大事というか、「1945年の第二次大戦

の終結後にソ連に占領され」というのが、「ソ連の解体後もロシア連邦によって不法に占拠されてい

ます」というので、こっちのほうがいいという人もいるでしょうね。それで同じような表現が竹島に

ついても「1952年以降、韓国政府が不法の占拠を続けています」とあります。 
  教育出版は尖閣列島の記述は全くないですが、地図上に載っかっているということですね。 
  それから次が帝国書院ですけれども、帝国書院では、124、125ページですが、帝国書院の地図はど

うも東京書籍と余り変わらないという形です。問題は北方領土の文章なんですが、「日本はロシアに

対して北方領土の返還を求め続けていますが、解決していません」というふうに軽く書かれています。

竹島についても韓国との間に「主張の相違があります」とちょっと退いたような書き方になっていま

す。 
  それから日本文教は122、123ページですが、これは尖閣諸島、それから竹島、一望の格好で北方領

土が見られる。122ページですね。それでここの工夫は123ページの地図にあるように、日露通好条約、

樺太・千島交換条約、ポーツマス条約、第二次大戦というふうに北方領土が動いてきているという地

図が、ほかと違って工夫されています。これも「日本固有の領土でありながら、ソ連に占領され、現

在もロシアに不法に占拠されています」という書き方です。それから韓国については「1952年から自

国の領土であると主張している」という書き方です。尖閣諸島と沖ノ鳥島について、ここでは明示さ

れた格好で表現されています。そういう欄がつくられています。だからそういう意味では、今流に言

うと、この日文がいいかのように見えるんです。 



  ところがもう一つ領海と経済水域の関係があるんですが、日本は意外と領海はかなり大きいという

のが国際比較で出てくるんですよね。要するに領海と経済水域面積の話なんですが、これが国際比較

で出ているのが東京書籍の117ページです。そして帝国書院もそうです。帝国書院、教育出版と出て

くるんですが、日本文教には出てこない。要するに領土と領海と随分違うというのが、これを見ると

よくわかるんですね。例えば日本は領土面積は少ないですが、下のブラジルと比べるとわかるように、

日本はブラジルよりも領海、経済水域は多いということがわかります。だからこの情報が大事なんで

すが、日本文教にはそれが逆にありません。要するに領土と領海の問題というのは非常に重要なんで

すね。それが欠けてしまっている。 
  それから今度はもう一つ、東京書籍の99ページに第４章というのがあります。これは世界のさまざ

まな地域調査というのがすべての本に書いてあります。それで取り上げる国がどこかが違うんです。

それで東京書籍は韓国を取り上げたんです。99ページから111ページまでだから結構ボリュームがあ

るんですよね。そういういろいろな表があって、112ページもそうですね。だからボリュームがあり

ます。 
  教育出版は108ページから116ページです。ここもさまざまな地域の調査となっています。教育出版

はいいなと思っていたんですが、これは対象国がインドなんですよね。 
  それから帝国書院ですが、帝国書院は110ページから118ページです。ここも韓国なんです。ここも

調べる国や地域とテーマを決めると書いてありますが、これは国際比較が東京書籍より弱いように思

います。 
  それからあと日本文教は、106ページから117ページです。ここで扱っているのがロシアなんです。 
  それでさてどの国がいいかというとき、やっぱり一番親しい国がいいと思うんですよね。そうする

とやっぱり韓国あたりが無難かなというふうに思います。韓国となると東京書籍と帝国書院かという

ふうになります。 
  それからあと墨田区の情報というのが割と重視されるので、それを見ますとスカイツリーが載って

います。東京書籍だと205ページ、スカイツリーが下のところで写真で載っております。それから教

育出版は208ページの左に載っています。それから帝国書院は載っていない。日本文教、これは関西

系の日本文教ですら217ページに載っています。ここは、高く載っていますね。では、帝国書院は間

違ったんじゃないかなと思っていろいろ探してみたんです。そうしたら225ページに、みなとみらい

２１の横浜ランドマークタワー、それから227ページに、さいたま新都心。それでスカイツリーがな

い。 
  今まで長々しゃべってきましたけど、一つは東京書籍は総ページ数が270ページとほかの出版社と

比べてページ数はそんなに多くないですが、出っ張っているんですよね。ワイド版なんです。ほかの

歴史、公民もそうなんですが、ワイド版です。これで１割ぐらい大きくなっているかなと思うと、そ

うすると大した量です。それから２番目、先ほど言いましたように、言語活動が多くて、それで用語

解説もまとまってあるので、これは使いやすい。それから領土に関しては、日本文教とか教育出版も

ありますが、帝国書院ほどさらっとしていないし、そういう意味では標準に近いのかなと、書き方が。

それから４番目として韓国の調査事例は、ほかにもありますが、近隣だからわかりやすいと。だから

帝国書院に韓国の事例があるんですが、どうも使ってみないとわからないが、東京書籍より国際比較

が弱いように思います。５番目が経済水域と領土の国際比較、これが日本文教にはないけど、ほか東

京書籍を含めて載っています。それからスカイツリーは帝国書院以外は載っているというような、そ



ういうことを総合的に判断すると、東京書籍で妥当なんじゃないかというのが、僕の結論です。 
○横井委員 私もやはり地理ですから、領土問題が大事だと思うので、チェックしておりました。委員

長がおっしゃるように、教育出版と日本文教が北方領土については非常に詳しく載っていていいんだ

けれども、竹島問題については表記がかなり違う。それから東京書籍は北方領土と千島、全部含まれ

ております。この千島列島と南樺太は教育出版では白抜きになっております。東書も左の大きい地図

では白抜きになっておりますけれども、ソ連はもともとサンフランシスコ講和会議に入っていないわ

けだから、放棄した千島と南樺太の帰属はまだ未定なわけですね。だからそれを意識する上では、教

育出版の地図が非常に明確であります。東京書籍も千島列島全島かいてあるというのはいいかなと思

いますけれども。 
  先ほどから委員長がおっしゃっているように、領土を他国がどうしているかという点では、東京書

籍が「占拠しています」と。北方領土も竹島も「占拠しています」と書いてある。教育出版は「不法

に占拠しております」と書いてあります。帝国書院は主張の相違がありますみたいな、竹島について

書いてあるのはちょっと軽いですね。そういう意味では教育出版か東京書籍が妥当かなというふうに

思うんですが。それから世界調べについては韓国かインドかということになりますけれども、私は韓

国は身近で親しみを感じるという意味ではあるんだけれども、民族性や文化が似ているから、違って

もいいかなと。ただロシアでは広すぎるし、漠然としている。インドあたりはＢＲＩＣｓで、発展途

上国の典型でおもしろいかなと。だけれども、韓国もありかなと思います。 
  あと地域調べという単元があるんですけれども、地域調べ、日本文教は小牧ですね。帝国書院が八

王子、教育出版が名古屋、東京書籍は静岡なんですが、地域はこれは事例研究だからどこでもいいわ

けですけれども、中を見てみると、東京書籍の研究の進め方と内容が非常によく対応していて、これ

はいいかなと思います。教育出版もいいんですが、班別に調査するというふうにいって事例を挙げて

いるのと、計画を立てる段階で実際にどういう班をつくったかということが対応していなくて、実際

にこの教科書を見て活動する場合には、これでもいいのかなと、私にはうまく読み取れなかったので、

子供も混乱するかもしれない。そういう意味で、私は領土問題については教育出版か東京書籍、それ

から班別学習については東京書籍がいいかなと思います。地域についてはどちらもありかなと思って

おります。   
○雁部委員 私は、子供たちの目線から考えると東京書籍のワイド版、地理という性質上から、ワイド

版はインパクトがあって、写真も多く、そのほかの題材も大きく取り上げられているのでよいのでは

ないかと思います。 
  帝国出版なんですが、技能を磨くコーナーというのがありまして、ここは、例えば42ページのグラ

フの読み取り方、つくり方とか、実際に試験とか、問題になりそうなことに対しての対応策というか、

そういうヒントが載っている点が物すごくよいと思いました。領土問題については、帝国出版は先ほ

ど委員長がおっしゃったようにちょっと弱腰かなという点と、東京書籍の領土問題についての表現は

適当でよいのかなと思います。それから世界の中の日本を考えた場合に、地域のことを取り上げてい

るところで、東京書籍も帝国書院も、これからは世界といってもアジアの時代かなというところを踏

まえれば、身近な韓国等を取り上げている点はよいかと思います。日本文教は、私個人的に気に入ら

ないのは、ちょっと西日本の事例が多くて、もう少しこちらのお話も載せてほしいと思います。 
○鈴木委員 私は、本区の状況から考えました。結果として、子供たちが小学校の社会から中学の地理

に移ったときに、どこにポイントを置いて見たらいいのかというところをちゃんと示してくれるとこ



ろがいいと思いました。 
  まず、例えば東京書籍の30ページ、31ページを見ていただきますと、地理スキルアップといいまし

て、写真の読み取り方というのが出ています。木を比較しなさいとか、家を比較しなさいというよう

なところで、それで31ページの下に、フィジーの食べ物の特色を気候と関連づけて、40字程度で説明

しましょう。40字だと生徒からすると、ハードルが低くてやってみようかなという気になるのではな

いかと思います。 
  帝国書院とか他者のものは、とてもきれいな写真は同じように載っているんですが、例えば帝国書

院ですと、34、35ページに、イタリアとモンタナの写真が出ていたりするんですけれども、丸太を初

め、角材などさまざまな木材を組んで家をつくっています。それ以上の情報がない。それから教育出

版ですと、例えば22ページに、イグルーが出てくるのですけれども、写真でイヌイットの生活という

だけなんですね。そういう意味では日本文教出版は、例えば24ページ、アンデスの標高とできる作物

との関係とかが出ているのはいいなと思ったのですが、何々を調べてみましょう、何々を探してみま

しょう、何々をまとめてみましょうという、東京書籍さん以外は全部、探してみましょう、調べてみ

ましょう、まとめてみましょうというような形で、非常に漠然としている。だから中学校の生徒の立

場になってみれば、例えば東京書籍さんの地図から読み取れることを３つ挙げましょうとか、具体的

にポイントを抑えながら、考えていく手順を示してくれる意味では東京書籍さんがいいかなと思って

います。 
○教育長 それぞれ委員長がいろいろな諸点を言っていただいています。 
  私は現在使っている帝国書院版で、領土の地理等における内容構成という面で、どの時代も生徒が

選択して、できるように工夫されている点や世界地理についても、主題に基づいて学習を、子供たち

が意識してやるような面があってもいいと思うんですけれども、先ほど皆様からありますように、東

京書籍が地図や写真がすごく多く活用されていて、私も非常に良いと思います。あと全体的にバラン

スがとれているように思います。ですから、私も東京書籍で結構だという意見です。 
○髙木委員長 でも、帝国書院にはスカイツリーが載っていない。余り、そればっかり強調しているん

じゃないけど。 
○横井委員 補足ですけれども、先ほど東京書籍で、委員長は尖閣諸島が載っていないというお話があ

りましたけれども、考えてみたら、尖閣諸島は紛争の種にはなっていないので、あえて取り上げる必

要はないかなという気はいたします。 
○髙木委員長 日本固有の土地ですね。 
○横井委員 固有の土地で、しかも管理しているわけですから。書かれていなくてもいいと思います。 
○髙木委員長 わかりました。ほかに何か追加されることありますか。では、皆さんの意見をお聞きし

ていると、東京書籍で結構でしょうか。           
それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、社会・地理的分野について採択をしたいと思います。社会・地理的分野については「東京書

籍株式会社」を採択することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「東京書籍版株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引き

続きまして、社会・歴史的分野について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 
○指導室長 歴史的分野の目標ですが、「我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育て



ること、歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重する態度を育てること、我が国と諸外国の歴史

や文化が、相互に深くかかわっていることを考えさせること、そして、身近な地域の歴史や具体的な

事象の学習を通して、歴史に対する興味や関心を高め、資料を活用して多面的・多角的に考察し、公

正に判断するとともに、適切に表現する能力と態度を育てること。」となっております。学習指導要

領上の変更点としましては、１つ目が、「我が国の歴史の大きな流れ」の背景となる世界の歴史の扱

いを充実する。２つ目として、伝統や文化の特色の理解につながる学習を一層重視するといったこと

が挙げられています。現在、社会歴史的分野の使用している教科書は「株式会社帝国書院」でござい

ます。全７者からの採択をお願いします。 
       
○髙木委員長 歴史はいろいろな見方があるんですが、今、改訂のポイントにありましたように、何点

か重要な点があると思います。 
  結論を言いますと、帝国書院がいいというのが結論なんですが、それについて説明したいと思いま

す。まず渡来人、帰化人の扱いです。東京書籍は33ページ、それから教育出版は23ページ、清水書院

は27ページ、帝国書院が25ページ、日本文教出版は31ページとあと54ページにもちょっと絡んでい

ます、渡来人と渡来文化という格好で出てきます。一応30、31ページのほうを見ます。それから自由

社が49ページ、育鵬社が31ページ、というふうに渡来人、帰化人というのが出てきます。要するに大

和政権のころの古代人の話ですね。大陸のほうから移住して、その人たちを渡来人と呼ぶか、帰化人

と呼ぶかという話です。 
  結論として書き方を見ますと、自由社は「帰化人（渡来人）」と書いています。49ページの下から

５行目、「帰化人（または渡来人）」と書いてあります。それで育鵬社は31ページの上から７行目、

「帰化人（渡来人）」と書いてある。ほかの５者は全部「渡来人」です。何でこんなの問題になるか

ということですよね。日本書紀は帰化人と呼んだんですね。ところが、帰化人と渡来人というのは意

味が違うというのが最近の考え方のようです。だからそれを渡来人が仕える君主、王族のトップです

が、そういう人の徳に感化されて帰依するなら帰化人でもいいけれど、単に来て、何のために来たか

ともかくとして、来た人たちを帰化人と呼ぶのはふさわしくないというのが今の流れ。だから渡来人

になるんです。でもこの２者はこんなこと許せませんから、だから「帰化人（渡来人）」、要するに

よくわかっているんですね。書いている人がね。 
  これは大和政権のころだから、今あけてもらったページのところに、全部大和政権の話が出て、そ

れで大和政権というのを、この２者は、例えば自由社は40ページ、そこのページとずれるのもあるん

ですが、40ページに大和朝廷という書き方、しかも断定的に「大和（奈良県を勢力の基盤にした大和

朝廷）」という書き方をしています。それから、育鵬社は29ページに、「大和地方を基盤としてつく

られた大王を中心とする政権を大和朝廷（大和政権）」、これは育鵬社のほうがうまいんです。現代

の流れをとらえています。要するに朝廷というのは、天皇を中心として律令制に基づいて政治を行う

組織になっているんですね。だとすると大和朝廷というと、そこにもう天皇がいて、しかも組織がし

っかりしているというイメージを植えつけさせるわけですね。通常は大和政権、あるいはヤマト王権

と言われる。どうもこの２者は、天皇のしっかりした基盤を前の時期に持っていきたいという意図が

ありそうです。それは日本書紀の意図でもあるのかもしれませんが、そんな感じがします。個人的に

は。 
  ほかの５者はそういうことがない。では、天皇そのものをというわけですが、天皇については、東



京書籍は34ページ、教育出版は31ページ、それから清水書院が35ページ、帝国書院が31ページ、日

本文教が35ページ、それから自由社が53ページ、あるいは58から59ページ、育鵬社が37ページです。

自由社はむしろ53ページですか。いずれにしろ、後で見てください。何を言いたいかと言うと、天皇

は、普通言われているのは、天武天皇のころなんですね。天皇が強大化して、非常に強くなる。それ

で律令制をしいて、さっきの朝廷じゃないけど、天皇を中心とする社会になっていく。だから通説は

天武天皇のころというふうに言われているんですね。天皇という名前自身が、道教か何かの影響を受

けて、それの一番上か何かでしょう、詳しくは知らないんですが、とったんだと思います。ですから

従来まで言われていた大王から天皇に変わったというのが、天武朝のころに起きる。ところがさっき

の大和朝廷を使っちゃうと、これは推古朝に持っていきたいわけですよね。そういう方法、微妙な差

があります。 
  それを通じて、聖徳太子の像が、さっきの帝国書院に出てきます。帝国書院の３ページをあけてく

ださい。これは帝国書院の歴史観を示したものなんですが、聖徳太子が11世紀のころ、18世紀のころ、

20世紀のころ、お札になった聖徳太子の像と絵が出てきます。そうすると各時代によって物すごく変

わってくる。要するに歴史観というのはその時代によって変わるんだということを、帝国書院は言い

たいんでしょうね。では、変わってしまっていいのかということもあるんでしょう。要するに考え方

によって大きく変わる。この本自身がやろうとしていることは何かというと、タイムトラベルという

のが書かれています。例えばタイムトラベルの何ページですかね、16、17ページというのが古い時代

ですよね。これがだんだん変化していきます。26、27ページ、これが七、八世紀の様子ですね。それ

から次に46、47ページ、これが十三、四世紀のこの本が描く歴史観の像ですね。一番最後には228、
229ページ。これがタイムトラベルの1960年代前半の様子というような、こういう両面取りの図で、

その時々の時代時代の歴史像、この本がえがく歴史像をとっていくというのが非常に、ほかの本には

ないいい点だと思います。 
  それからもう一つ、どうしても言っておかなければいけないのは、やっぱり神話、伝承と記紀、風

土記の話ですよね。要するに神話、伝承を非常に重視して、たしか４ページとっていたと思うんです

が、それが自由社と育鵬社です。何か大々的にここのところを重視します。自由社が42ページから、

神話が語る国の始まりから45ページまで、それが神話、伝承の話が出てきます。それから育鵬社は、

44ページ、神話と歴史書の完成ということで、天平文化なんですが、神話に見る我が国の話で、46、
47ページという形でページ数を非常に割いています。要するに神話の内容を紹介します。 

  それとあと続いて多いのが、清水書院の43、45ページ。44、45ページで出雲風土記の話が出てき

ます。あと残り４はみんな軽いです。こんな分量を割かないです。だから４ページ近く、育鵬社と自

由社、それからもう一方の４者がもっと簡単な、その中間が清水書院といったような構成になってい

ます。それで内容をこんなに書く必要はあるのかというのが、個人的な考えです。 
  むしろ簡単だと言った帝国書院ですと、37ページに、半ページぐらいで終わってしまいます、帝国

書院は。古代の神話ということで、天孫降臨の話とか、もちろん高千穂神楽の話、それから石見神楽

の話、それから出雲の神話、そういう名前だけがぱっぱ出てくるわけですが、そういうのがまとめる

格好で出てくるんです。ただ違う点はどういうことかと言うと、「これらの神話には天孫降臨や国生

み神話など東アジアや太平洋地域の神話伝承と似ているものが多くありました」ということで、この

日本の神話というのはそういう意味で大事だということは認識しているんですね。周辺と共通するも

のがあるということです。それでその例として、東西を結ぶ交通路と、それから女性像が２つ出てく



るんですね。トルファンで発見されたのかな。どこのかよくわからないんですが、それと正倉院の女

性像とが非常に似ている。それはもしかすると交通網が既にもうあったのかもしれないということで、

広がりですね。神話の内容を詳しく語るんじゃなくて、神話の性格が周辺とどうなんだろうという角

度から書かれているのが帝国書院なんです。 
  僕はやっぱりそういうほうがいいと思うんですね。４ページかけて内容を書いたって、まあ、これ

は人の評価ですから何とも言えませんけど。僕は基本的に帝国書院のほうが良いというのはそういう

意味であります。 
  それから、また我が国の領土ですか、現代の話もしないとね。我が国の領土の話ですが、これは帝

国書院ですと、北方領土は235ページに出てきます。それから自由社は250ページです。冷戦。そうで

すね。それから育鵬社が221ページですかね。あるいは221ページもいいし、246ページのほうがわか

りいいのかな。246ページが拉致なんですね。221ページが敗戦の話ですね。ここで北方領土を見てみ

ますと、意外と育鵬社も自由社もさらっと書いてあるんですね。やっぱり地理の場合と書き手が違う

んでしょうか。さらっと書いてある。要するに例えば自由社ですと、「ソ連は北方領土の国後、択捉

などを不法占拠しているため、日ソ間では平和条約を提携できず、1956年10月に日ソ共同宣言で戦争

状態を終結し、国交を回復した」という書き方ですね。それから育鵬社は、221ページの注で、「ソ

連軍は終戦後に択捉以南に侵攻し、ソ連がロシアになった今日に至るまで不法占拠している」という

格好で、北方領土に触れています。帝国書院ですと、一つは235ページに地図が載っています。それ

で235ページの右側に、「日本の国土は」云々となっていて、「ソ連は国交回復後も返還せずに未解

決のままになっています」というのが帝国書院の書き方です。235ページの注の２ですね。 
  そういうふうに、交渉の間はロシア連邦に引き継がれていくというふうに、だからそういうことな

んですが、問題はむしろこういう基盤をつくったのは、日ソ中立条約を当時のソ連が一方的に破棄し

て、日本に入り込んだということに原因があるわけですよね。それはヤルタ会議の話なんですけれど

も、それがどう書かれているかというのが割と重要だと思うんですけどね。 
  それでヤルタ会談の話にいきますと、帝国書院は218、219ページです。それから自由社は236、237
ページです。あと育鵬社は220、221ページです。それで、ヤルタ会議については、帝国書院からいく

と、連邦国側は1945年２月にヤルタで会議を行い、ソ連の対日参戦とその見返りに千島列島をソ連の

領土とすることなどの密約を結びました。７月のポツダムでの会議で、アメリカ、イギリス、中国の

名前で日本の無条件降伏を促すようにしたというような形で、要するにそういうことをやったわけで

すね。あと実際に戦争の終結のところで、広島に原子爆弾が投下された後の８月８日、ソ連は日ソ中

立条約を破って、満州や樺太などに攻め込んできたというような書き方なんですね。要するに、向こ

うが密約を結んだ、ということです。 
  それから自由社の書き方なんですが、自由社はヤルタからポツダムまでのことについてはどう書い

ているのかというと、米英ソ３国の首脳が集まり、連合国側の戦後処理を話し合った。これがヤルタ

会談だということです。アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領はアメリカの負担を減らすた

め、ソ連の参戦を促し、求めた。スターリンはドイツとの戦争が終わってから３カ月後に対日参戦す

ると回答し、その代償として、日本領の南樺太と千島列島を要求し、両者は合意した。そういうふう

に書かれている。 
  それから育鵬社は、ヤルタ会談は220ページですね。集まって、やっぱり同じようにその代償であ

る日本領である、樺太の南半分と千島列島を要求した。要するにヤルタ会談で米英ソの３人が集まっ



て、日本参戦を、島あげるから、一部あげるからということで、密約を結んだと、こういうことがや

っぱり帝国書院にも書いてあるけれども、２つの出版社も書いてあるということで、こういうところ

が一つのポイントかと思います。 
  それで、あと墨田区の情報ですね。墨田区の情報は歴史だから、帝国書院が勝海舟とか、あるいは

葛飾北斎とかそういうものがいろいろ取り入れられています。特に勝海舟については、西郷との対談

ですね。そういうものが帝国書院でも取り入れられていますし、もちろん北斎も出てくるし、育鵬社

もそうです。北斎も海舟も出てくる。ということでこの辺はそうですね。 
  それから自由社では、北斎については絵の説明で、海舟については文中に名前が出てくるというこ

とで、ちょっと軽いかなという気はしますね。 
  そんなことを考えて、先ほど言った歴史観まで指し示すような帝国書院がいいだろうというのが結

論です。 
○横井委員 私は、最初に考え方を述べさせていただきます。歴史をどう見るかということなんだけれ

ども、社会の仕組みや考え方や文化について、現在の価値観を基準にして、過去を批判的に見ると、

社会はいいほうに進化しているわけだから、現在から見れば過去はみんな不十分ですよね。だからそ

ういうふうな視点でいくと、過去の日本は暗黒だった、昔は悪かったというふうになりがちなんです。

もちろんそういうふうな客観的な見方も必要だけれども、当時の社会や文化、価値観や成熟度などを

理解して、グローバルな目で比較してみると日本のすぐれたところがたくさんあるはずなんですね。 
 いろいろな面で、自信を失っている今の若者たちに、日本に生まれ育ってよかったと思えるような

義務教育をしたい。近隣諸国の痛みを理解するということは当然でありますけれども、単に謝罪をす

ればいいということでは、歴史を勉強したことにはならないので、そこに至る経緯を正しく理解する

ことが社会の後世の発展になるものと私は思います。 
  今、見本本を見ると大きく２つの系列に分かれます。先ほど委員長がおっしゃったように、一つは

これまでの歴史教育の流れに沿ったもので、東京書籍、教育出版、帝国書院、日本文教、清水書院、

前から教科書をつくっている会社ですね。もう一つは自由社と育鵬社です。従来の教科書は、戦後の

教育の結果、そういうふうな教科書がつくられるようになったわけで、戦後の教育は終戦直後のＧＨ

Ｑが日本を占領している間に、日本が形づくられたと。特にその中で国際極東軍事裁判のウエートが

非常に大きかっただろうと思うんです。日本人の精神構造をつくっていく上で。 
  とりあえず東京裁判のことについて。従来、各者がどう扱っていたかを見ると、帝国書院では230
ページ、強調する太文字はなくて、1946年には戦争犯罪容疑者を裁く極東軍事裁判（東京裁判）が始

まりました、だけで、その後どうなったかということは書いてありません。これはある意味うまく表

現したんだなというふうに思います。それから清水書院は248ページ、「戦争を指導した責任者たち

は、戦争犯罪人として極東国際軍事裁判にかけられた」と書いてあります。それから右上のほうに写

真が載っております。日本文教は247ページ、本文には「戦争を推し進めた軍人や政治家の逮捕、裁

判、極東国際軍事裁判」と書いてあって、本文はそれだけで、写真のキャプション⑤に「1948年、戦

争を推し進めた軍人や政治家に対して、平和に対する罪などにより有罪判決が下されました」と書い

てあります。平和に対する罪ですね。 
  教育出版は230ページ、これも「戦争の責任者を極東軍事裁判にかけて処罰しました」と書いてあ

ります。東京書籍は227ページに、本文は「戦争犯罪人（戦犯）と見なした軍や政府などの指導者を

極東国際軍事裁判（東京裁判）にかけ」と書いてあります。これも写真の説明に、「東条元首相など



28名が平和に対する罪を犯したＡ級戦犯として起訴され、病死者などを除く25名が有罪判決を受けま

した。またこれとは別に、戦争中に残虐行為をしたとされるＢＣ級戦犯の裁判も行われました」と書

いてあります。 
  これまでの５者の教科書を見てみると、かなり表現に差がありますよね。ごくあっさり書いてある

のもあれば、丁寧に書いてあるのもある。東京裁判をどう評価するかということは、従来からもいろ

いろ問題があったんだろうと思うんです。それについて、今までのような表現だと、戦争を開始した

人たちはよほど悪いことをして、平和に対する罪で有罪になったということになりますけれども、こ

の裁判自体が、これはご承知の方は言わずもがななのかもしれませんけれども、ＧＨＱ、連合軍の占

領下にあったわけで、東京裁判は一見正規の手続にのっとった裁判のようには見えるんだけれども、

戦勝国による裁判の形式をとった復讐のためのものですね。平和に対する罪を問われた人のことをＡ

級戦犯と言うんですけれども、この当時、例えば東条さんが逮捕されたときに、何で逮捕されたかは

わからないんですね。ほかのＡ級戦犯の人たちも同じであります。というのはまだ罪状がなかったか

らですね。裁判所開設時には国際公法にそういう罪はなかったんですね。平和に対する罪というのは

ない。通常の刑法犯や、それから国際公法でいう戦争犯罪については、Ｂ級、Ｃ級戦犯と普通に言わ

れておりますから、それで裁判が起こり得る。だけれども、Ａ級戦犯の平和に対する罪というのはも

ともとなかったわけですから、なかったのを後から罪に問うというのは近代、現在の法律論からいう

とあり得ない裁判ということになります。 
  ですから、この裁判はおかしい。判事のうちのインドのパル、パールとも言われますけれども、パ

ル判事は全員無罪という判決を出すべきだという意見書を出したんですけれども、当時はそれは連合

軍側にとっては非常に迷惑な意見だから当時は公開はされておりません。 
  それから東京裁判のときに、被告についての弁明書といいますか、有罪でないという証拠書類をた

くさん提供したんだけれども、連合軍に不利なものは却下、検事が認めなかったり、裁判長が却下し

たりして、かなりの証拠が取り上げられておりません。今の法律論でいえば、あり得ないような伝聞

の証拠に基づいて、それはＢＣ級戦犯についても同じなんだけれども、有罪宣告されているわけです。

インドのパル判事の判決書というのは膨大なもので、現代講談社教養文庫のうんと厚い本、２冊分に

相当するだけのものがあるのですけれども、国際法について堪能な人はこの方だけだったらしいんで

すね。あとの方たちはそうじゃない。ですから東京裁判を批判的に見る目、事実は事実として受けと

めるけれども、それを本当に受け入れていいのかどうかという批判的に見る目が育たなければ、戦中

はもとより戦前も正確に理解できなくなるんじゃないかというおそれがあります。 
  そういう点で、自由社と育鵬社はそれに言及しているということですね。東京裁判が今の民主的な

国の法律の制度と相容れない裁判だったということに言及しております。これは当時からも言われて

おりました。パル判事だとか、日本の被告の弁護人になった人たちは強調しておりますし、いろいろ

なところで東京裁判はおかしいんじゃないかというふうな説はあった。アメリカも民主的な国ですか

ら、これはもしかすると行き過ぎかと思っていたこともあるらしいんですけれども、ＧＨＱが一番日

本の占領については権力を持っておりまして、アメリカは関知できないということで、Ａ級の有罪判

決のうちの７人の死刑は執行されてしまいました。それからしばらくして、アメリカもソ連と対立す

るようになってきたから、死刑でなかったＡ級戦犯は、結局みんな途中で赦免されているということ

になりますし、その後、日本の政界で活躍された方もいるわけです。 
  東京裁判はナチスを裁くヨーロッパ戦線の裁判と対をなすように思われているけれども、ナチスド



イツは国策として民族せん滅、ジェノサイドをしようということですから、これは明らかに犯罪的で

すね。通常の戦争ではあり得ないということですから、それは裁かれる。だからナチスの、ニュルン

ベルグ裁判と言われますけれども、それと東京裁判は本来、全く異質のものだというふうに考えなけ

ればいけないんだろうなと思います。 
  そのほか、先ほど委員長のお話のあった神話や伝承の問題だとか、宗教観だとか天皇制の問題など

もいっぱいお話ししたいことがあるんだけれども、時間も時間ですから、結果だけ申し上げれば、歴

史については歴史観が全く従来の５者と新しい２者は違うわけで、私は新しい２者がいいと思うんだ

けれども、自由社は年表の問題もあるし、それからまたつい昨日でしたか、原爆の写真が、広島と書

いてあるのが、実は長崎だったということがわかったということで、ちょっとそれは本を書く者にと

っては余りにもどうかなと思いますので、育鵬社が100％いいとは思えないんだけれども、根本の歴

史観については私は育鵬社の考え方でいいと思いますので、ぜひそちらを推薦したいです。 
○髙木委員長 推薦したいですか。 
○鈴木委員 確かに過去が要するに不出来であるというようなことに対しては、私も反論したいと思っ

ていろいろそういうページはないかと思って探したんですが、唯一女性委員なので、生活観を考えま

した。実はエコロジー。江戸時代というのは、今かなり知られていると思うんですけれども、エコロ

ジーとして非常にすぐれた時代であったというようなことが結構取り上げられておりまして、例えば

東京書籍は、128ページですが、もう時間がないのでそれぞれの教科書だけ言いますと、教育図書が

122ページ、帝国書院が128から129ページ、育鵬社が115ページ、日本文教が130から131ページに、

それぞれ江戸に見られる生活の工夫という形で書いているのですが、自由社と清水書院には全く表記

がありません。この残った会社の中で考えますと、日本文教出版がやはりどうしても関西がほうが中

心になるので、比叡山と東山なんですね。育鵬社がやっぱり非常に少ない。江戸のエコロジーの115
ページのしかもちょっとぐらいしかない。東京書籍は128ページで、人々の暮らし、さまざまなリサ

イクルの例を出していて、教育出版は123ページ、１ページ、リサイクルの知恵というふうにしてい

ます。 
  その点で、私が帝国書院を推したいと思っている理由は、128ページ、129ページを使って、外国の

人が来て、何て日本という国は例えば非常にきれいであるとか、ほかの都市には及ばない清潔さを持

っているとか、そういうような表現をしているのと同時に、129ページにちゃんと本所が出ています。

こういう形で、自分たちが今住んでいるこの地域が江戸時代に、こういう工夫をしてきたんだという

歴史の流れを知るという意味で、私は今の中学生に関して言えば、帝国書院が一番わかりやすさ、身

近さを感じるのではないかと思いますので、私は帝国書院です。 
○雁部委員 私はまず育鵬社なんですが、歴史上の人物を取り上げて理解させようとして、人物中心の

歴史の紹介になっている点はよいのではないかと思います。特に古代の歴史の人物が。自由社はやは

りちょっと似ている点がありまして、どちらかというと育鵬社の方がよいのです。いかんせん、先ほ

ど委員長がおっしゃったように、清水書院と自由社、育鵬社は神話についてかなり突っ込んだ話が書

いてあって、神話とか宗教とかそういったものは掘り下げることに関しては高校以降でもよいのでは

ないかと思います。あと帝国書院は、小学校で習った人物についての復習ができるようになっている

点と、先ほど委員長がおっしゃったタイムトラベルというページで、歴史の流れがわかるようになっ

ているという点がよいのではないかと思います。 
  教育出版については、近代の扱いが40％余り占めておりまして、全体的な歴史の流れからいうとち



ょっと偏っているかなと。東京書籍はワイド版で資料が大きくて、インパクトもありますし、また、

短い時間の中で学習内容を振りかえられるようにしているという点はなかなかよいと思いました。清

水書院は文章にまとめてみようという欄があって、知識の定着を図っているところがよいのではない

か。折り込みについてはちょっと使いにくそうな感じでしたので、この点は難点かなと。日本文教に

つきましては、鈴木委員からご指摘がありましたように、特集の部分についてはやはり西日本の事例

が多いということ。経済活動からすれば、中部から、西、南のほうが活発なんですけれども、やはり

こちらに住んでいる人間としてはこっちのほうを中心に取り上げてもらいたいなというのが、自分な

りの意見でございます。 
  全般的なバランスを見た限りでは、私も帝国書院がよいのではないかと思います。 
○教育長 先ほど委員長からいろいろなお話をうかがいましたが、議論になるところだと思います。結

論から申し上げますと、生徒の学びの観点から考えた場合は、帝国書院版が一番良いと思います。例

えば44ページですが、単元のそれぞれの終わりに、地理や講義につなげることがかなり意識されてい

る点だとか、あと51ページで、例えば地図から一応考えさせるような工夫がされていて、非常に良い

と思います。それからもう一つは先ほど委員長や雁部委員からありました、タイムトラベルという生

徒の興味を引くようなことで、歴史の流れを学ばさせようとしている点、非常にいいと思いますので、

そういった意味では私は帝国書院が子供の学びにとっては一番いいのかなというふうに思います。 
○横井委員 この流れでいくと、やはり従来５者が主流になっているようなので、その中から選ぶとす

れば、例えばヤルタ秘密協定について結構、帝国書院も詳しく書いておりますし、先ほど言った「東

京裁判で平和に対する罪で有罪になりました」という書き方ではないですね。 
○髙木委員長 そうですね。 
○横井委員 というところが、私に言わせれば評価できるということですので、５者の中では帝国書院

ということで。 
○髙木委員長 だからここで歴史観というよりも、さっきの古代の扱いと、ヤルタ会議から以後の扱い

ですね。それが領土も絡んでくるし、平和外交の話も絡んでくるし、それはそれで面倒くさい話なん

ですね。だから近現代は今度は分けたというのは、それなりに僕は意味があると思うんです。時代が

一括化されていなくて。ただ分けたがゆえに、公民との重複が多くなる。そういう別の問題を含んで

いそうな気がしますね。指導要領はね。 
  それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、社会・歴史的分野について採択をしたいと思います。社会・歴史的分野は「株式会社帝国書

院」を採択することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「株式会社帝国書院」を採択することに決定いたします。 
  それでは、ここで一たん休憩したいと思います。 
  それでは１時半に再開したいと思います。 
         （休憩） 
                                 
○髙木委員長 では、再開したいと思います。 
 一応午前中は社会の歴史的分野まで採択が終わりました。どうもありがとうございました。 
 それでは引き続いて、社会の公民的分野について審議したいと思います。 



  指導室長、ご説明、よろしくお願いします。 

○指導室長 社会の公民的分野の目標ですが、「個人の尊厳と人権の尊重の意義、民主主義に関する理

解を深め，国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培うこと、民主政治の意義や経済活動、現

代の社会生活などについて自ら考えようとする態度を育てること、各国及び各国民の協力の重要性と、

自国を愛し，その平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚させること、現代の社会的事象に対

する関心を高め，様々な資料を適切に収集、選択して多面的・多角的に考察し、事実を正確にとらえ、

公正に判断するとともに、適切に表現する能力と態度を育てること。」となっております。学習指導

要領では、一つ目、現代社会における文化の意義や影響についての理解。見方や考え方の重視。二つ

目は、我が国の伝統や文化に関心をもつこと。三つ目として、よりよい社会の形成に主体的に臨む態

度の形成の重視が挙げられています。社会公民的分野の現在使用している教科書は「東京書籍株式会

社」でございます。全 7 者からの採択をお願いします。 
           
○髙木委員長 どうもありがとうございました。公民も私のほうから口火を切らせていただきます。 
  公民は大きく４つの分野に分かれていまして、現代社会、平均で言うと14.8％です、ページ数の割

合です。それで経済が28.1、政治が40.1、国際社会が17.1ということで、政治が４割、経済が３割、

社会が３割と、そういう配置になっています。ここでも歴史のときと同じように、２者対５者、視点

の差が出てきます。政治は領土の問題とか北朝鮮の拉致の問題とか長くなりそうですので、まとまっ

てある経済の話からいきたいと思います。 
  経済は、高校、大学へ行くと経済をやるようになるんですが、その導入部分に当たるかと思います。

そうするとそういう流れを考えると、経済で２つのことは何らかの格好である程度書いてもらわない

と困るというふうになるかと思います。一つは需要供給曲線と価格の問題です。それは大学ですとミ

クロ経済学と言われる分野なんですが、そういう領域の話。それからもう一つはマクロ的な話で、財

政金融政策、そういうものがもう一つ何らかの形で触れられていないと困るという。あるいは執筆者

を見ますと、経済学者も入っているので、ただ経済学者が入っていても、中学生用にどの程度踏み込

めるか、また別の議論だから、その書き方というのはかなり難しいんじゃないかと思います。先ほど

の領土とか拉致の話という、政治的な話ですね。それについては今日的な問題なので、そのウエート

をどうするかといったような問題があるかと思います。経済の話で、さっき言った２つの点のうち、

需給曲線と価格の話を例にとります。 
  結論から言いますと教育出版がいいだろうというのが私の推薦するところです。教育出版は需要と

価格は128から133ページ、そこでは価格の持つ意味、市場の長所と短所と。それから自由社は112か
ら113ページです。育鵬社ですと122、123ページです。それでほかの出版社についても全部見たので、

全部取り扱っています。どこでもいいんですが、例えば東京書籍ですと122ページからですから、市

場経済の仕組みということで出ております。教育出版ではもちろんタイトルにありますように、市場

の長所、短所で、まず物に対する需要、それから供給、それがマーケット、市場で一緒になってとい

うか、抽象的な市場ですけれども、経済学で扱いますからね。そこで価格が決まるということが、例

えば教育出版の130ページでは書かれています。この点はどこの出版社でも同じような形で、いろい



ろな形で書いてあります。だから需要曲線、供給曲線、均衡価格という形では129ページのほうがわ

かりいいですかね。そういう形で書かれています。 
  自由社は112、113ページなんですが、これも見てもらえばわかるように同じような図が出てきます。

育鵬社もそうですね。ところが１つ違う点は、教育出版の、これは長所だと思うんですが、132、133
ページに需要曲線、供給曲線って何だろうという形でこれがシフトしているという面が出ています。

これはほかの者にないことで、非常に長所になっております。それであとこれに準じて、企業の話が

出てくるんですが、教育出版ですとそれに続く生産の仕組みと企業、金融という格好で134ページか

ら出てきます。自由社のほうですと、企業が116ページから、その間にある114ページを見てもらえば

わかるように、市場経済と計画経済という格好で、今は計画経済はないわけですからね。かつてはあ

ったんでしょうけど。今は混合経済と言われまして、要するに市場的な要素も入るし、計画的な要素

も入る。日本も中国もそうです。だからそういう意味でこんなのは要らないんじゃないかと思うんだ

けど、そういうのが載っている。 
  それから自由社が変わっているのは、独占の説明がないにもかかわらず独禁法の条文が最後、資料

に載っている。一体どこで使うのかなと思います。それから育鵬社は122、123ページ、先ほど言いま

したようにいわゆる需給曲線と均衡価格はありますが、変化については何ら触れていないという問題

があります。企業の活動は教育出版が134から137まで扱われています。そこでは私企業、公企業、そ

れも例示が出ていて、あと株式会社の仕組みが出ています。それから大企業、中小企業の話が出てい

る。 
  大企業、中小企業もそうなんですが、市場の中の社会的責任という格好で、教育出版では142ペー

ジから143ページなんですが、金融機関の責任、それから消費者としての責任という格好で、経済主

体の責任の話が出てきます。一方、自由社というのは何かというと、株式会社が中心なんですが、株

価とかそういうたぐいの株式市場との関係が非常に薄いんですね。もちろん株式会社が何かというこ

とがわかるように、例えば118、119ページというのは企業がだれのものかということで、一つの工夫

ではあるんですが、やっぱり市場の話がないと、要するに株式も有価証券に対する需給で決まってい

るわけですよね。需要曲線、供給曲線で。そういう話が出てこない。だけど、教育出版は140、141
ページでそれがきっちり出てきます。育鵬社はどうかというと、市場価格の話とともに、114から119
ページです。要するに企業の活動を扱います。そのときに一番重要なのは、競争と独占とか、こうい

うものがきっちり書いてあるというのが、ここは長所なんですが、育鵬社の欠点は株式でも株価や何

かの話が全然出てこないというのが教育出版と比べるとかなり劣るということになります。 
  要するに需要・供給という概念が回転しないんですね。その点、教育出版はほかと比べてもよく書

いています。それと141ページを見ると、投資行動というのがあるんですが、株式や何かでもそうで

す。出資したりするのはそうなんですけれども、という投資行動と株の売買、需給だけに頼る株の売

買による投機的な行動とは違うというのが、教育出版がきっちりと書かれているという点も、育鵬社

や自由社よりすぐれているという点だと思います。 
  それからもう一つの柱である財政政策と金融政策ですが、教育出版は139ページですか、日銀の役

割ですね。それからその後財政と政府の役割があって、最後に経済政策として152、153ページが出て

います。ここがどの程度書けるかというのは物すごい難しいんですね。中学生がやっていてね。要す

るに景気対策なんですが、財政政策と金融政策、153ページの下のほうに、このように日本銀行が行

う金融政策と政府が行う財政政策を適切に組み合わせることによって、経済の安定化を図る。これは



非常に重要なことで、こういうことをきっちり書いておいてもらわないと困るわけですよね。 
  自由社は何て書いてあるかというと、126、127ページです。景気変動と書いてあるんです。でも政

策的側面がはっきりしないですね。ここがポイントというところで市場経済には景気変動が起こる。

政府には景気変動を調整する重要な役割がある。それから日本銀行は日本銀行券を発行し、銀行の銀

行として経済活動の重要な役割を果たしているというふうに書いてあるんですが、利子率が上がると

どうなるかとか、それから一種の要するに金融政策というようなことがはっきり書かれていないと困

るんですよね。例えば教育出版153ページの経済政策というところの、例えばというところがありま

すね。日本銀行はインフレになると持っている国債を売って社会に流通する資金を回収すると。そう

するとお金の貸し借りができにくくなるため、行き過ぎた好況は抑えることができるとか、こういう

たぐいの具体的な形がこの教育出版のほうがはっきり書かれています。 
  それで育鵬社なんですが、育鵬社は136ページは財政の話なんですが、財政の話を一通り書けては

いるんですけれども、政府の役割についてどうなっているのかというのが、教育出版だと政府の役割

はこれとこれとこれですと、３つちゃんと書かれていて、それから解説が始まるんですね。育鵬社で

は余りそういうことなく、136ページから139ページにかけては書かれているというので、やっぱり教

育出版みたいに最初にそういうのを入れたほうがいいと思うんですよね。 
  それから次に景気の変動と経済政策というのが、さっき言った教出の152、153ページに対応して、

育鵬社は140ページから148ページです。ここに物価が、景気がいいとき大雑把に言って、景気がいい

ときにはインフレになり、景気が悪くなるとデフレになると。そうするとそのために何か政策とうま

くいかないということが書かれているんですが、ところが重要な点は、景気が悪いときにはデフレに

なる。今の日本経済みたいなものだけど。いうのはある一定の仮定が必要なんですけれども、その点

152ページに脚注の１というのがありますね。教育出版のほう。そこでは「インフレは他の原因から

も起こります」と。「日本では1973年に原油が大幅に値上がりして」云々というふうになって、この

インフレと不景気が同居する場合があるんですね。だからここに書いてあるのは、ほかに書いてある

のと違うんですよね。そういう現象が。そういうのを抑えるようなことが教出にはちゃんと触れられ

ている。育鵬社にはそれはない。 
  これ以外にいろいろな経済の話ってあるんですけど、例えば社会保障の４本柱といって、社会保険

とか公衆衛生とか、そういう話、いろいろな話、あります。でもそれは暗記用にはいいけど、経済の

本質論からはみ出ると言うと怒られちゃうんだけど、要するに経済の原理論とは多少違います。経済

は、これ以上いろいろなことを話してもしようがないので、あとそれ以外のいろいろな資料から見ま

す。一つは東京都の教育調査を見ると、今度の学習新指導要領で重視されている言語活動の箇所です

ね。それは東京都が調査してくれているんですが、それによると、東京書籍が125カ所で一番多いで

す。次いで教育出版が94カ所、少ないほうは自由社が一番少なくて５カ所です。清水書院が11カ所、

育鵬社が15カ所というふうに物すごい差があるんです。言語活動、この種の分野って割と必要なんじ

ゃないかと思いますけどね。それは主観的な判断だと言われればそれまでなんですが。 
  それから、領域の話しをみたいと思います。歴史でも、あるいは地理でも問題になりましたけれど

も、領域をめぐる問題、これは２者対５者の対立構造みたいで、自由社と育鵬社が多いです。それは

政治云々もいいんですが、東京都がちゃんと調べてくれて、東京都の我が国の領域をめぐる扱いです。

これを見ますと、東京都の調査の149ページから152ページまであります。それを見てもらうと、これ

引用の仕方にもよるので、教育出版も結構頑張って書いているというふうにも読めますけれども、い



わゆるここでは帝国書院がさらっとしている。これを見るとわかりますけどね。それから割といろい

ろ書いているのが、例えば教育出版ですと195ページですよね。そこに領土をめぐってそのくらいの

ことが書かれている。文章の書き方が一つ、腰が引けているか、それともきっちり書いているか、と

いう判断はあるかと思います。それから自由社は扱っている量が多いというのはおわかりだと思いま

す。自由社はこれで見ると、145、148、149ページというのが、145ページはずっと範囲が中心、そ

れから148、149ページは北方領土と竹島、尖閣諸島も含めて３つ並べて３点セットにしている。それ

から育鵬社が156、157ページです。そういう形でこれもかなりの程度割いています。 
  この辺の書き方の問題だと思うんですけれども、この３者だけ見ても、いわゆる２つ、自由社と育

鵬社がボリュームが多いというのがここでおわかりいただいているとおりです。ただこの点、今日的

だから重視すればそうかというと、そうもいかないところが教科書採択の一つのポイントになります。

というのは経済だったら、教育出版のほうがいいですよね。 
  それから拉致の話ですね。拉致の話も東京都の調査に載っています。拉致の話は取り上げる量がか

なり減ってきたなという印象を持ちます。そこに154ページ、東京都の委員会の、これに一覧として

載っています。 
それからもう一つ、東京都の調査で155、156ページにあると思うんですが、適切な課題を設けて行

う学習というのがあります。要するにレポート作成がどれがやりいいかという話です。それで全体的

なもので見ると、多分日文が一番、215ページから228ページに書いてありますけれども、例題が出て

いるのでこれは非常にわかりやすい。では、ほかのはだめかというとそんなことはない。教育出版も

206ページから211ページ、それから自由社は184ページから193ページなんですが、自由社は中心が

レポートよりディベートになっちゃっているんです。これはちょっと問題かなと思います。それから

育鵬社は185ページから191ページで、ちょっと箇条書き的なんですね。教育出版のほうがいいかとい

うと、例はあるんですが、手順が中心になっているからどうかということがなきにしもあらず。やっ

ぱり日本文教が一番ページ数をとっていますね。 
  あとこういうのを書くに当たって、やっぱり用語の解説が必要なんですが、それだと東京書籍と教

育出版が出ているということですね。 
  それと人権と公共の福祉及び権利と義務、基本的人権と公共の福祉ですね。この問題は基本中の基

本ですから、すべての会社が扱っています。ただし扱い方が違います。例えば基本的人権はあるんで

すが、それを公共の福祉、憲法12条、13条がそれを制約するというときに、それをどういうふうに折

り合いをつけるかということが最大のポイントになります。例えば教育出版だと60、61ページ、ここ

なんです。これは自由と公共の福祉と人権ということが60ページに掲げられていますが、要するに制

約を受ける。例えば具体例として、61ページにあるようになっています。だからここでは人権の制限

が61ページにありますように、人権の制限がどこまで許されるのかという問題は、必要な範囲で最小

限に行われているかどうかで判断するというのが、ここの教育出版61ページの話です。自由社は公共

の福祉が逆から出てくるんです。それで憲法12条を例にとり、国民は常に公共の福祉のために、これ

を利用する責任を負うというように、公共の福祉を何となく重視しているような書き筋です。育鵬社

も同じように、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任があるということを、46、47ページで主

張します。ただ、育鵬社の47ページに、やっぱり制限がどんなものがあるかという例が述べられてい

るのがいいと思います。 
  それから権利と義務に関しては、三大義務についてはみんな述べられていますけれど、特に教育出



版の場合には公務員は憲法を尊重し、これを擁護する義務があるなんていうことが明記されています。

だから三大義務に加えてそういうことがある。ほか日本文教もそういうことが述べられています。68
ページですか。自由社は三大義務しか書いていないし、育鵬社も三大義務しか書いていないから、書

き方が弱いというような感じです。 
  ということで、結論としては教育出版を推すと。全体的に見て教育出版を推薦するというふうに考

えます。 
○横井委員 私は先ほどの歴史との関係で、どういう見ていくかというふうなことを考えると、結論は

育鵬社を推薦したいなと思っておりますが、やはりこれもいろいろ問題があることは事実であります。

育鵬社で取り上げられている、先ほどもお話に出た北朝鮮拉致問題については、かなり丁寧に書いて

ある。基本的人権の尊重ということは重要なんだけれども、まさに今拉致されている人たちは基本的

人権を侵害されていることがわかっているのに、主権国家である日本が何もできないというのは非常

に心外だという意味で、そういうことを常に意識するという意味では、育鵬社は繰り返し繰り返しい

ろいろなところで出ているようなんですね。 
  それから一番重要なのは、基本的人権と公共の福祉の関係ですけれども、どちらの者もどれも大事

だというふうに言っておりますが、ニュアンスが微妙に違います。基本的人権は尊重されるべきだけ

れども、公共の福祉の範囲内でということになります。今の日本の現状を考えたときに、公共の福祉

の視点がなくて、個人の人権が強く言われ過ぎるんだとしたら、そういったニュアンス的に公共の福

祉という視点もあるんだよということを強調するということはありかなという気はするんですね。 
  もう一つ一番大きいところは、育鵬社は墨田区がかなり全面に載っておりましたね。 
○髙木委員長 載っています。133ページ、岡野さん。墨田区情報が載っているのが教育出版と育鵬社

と東京書籍、この３つです。 
○横井委員 育鵬社の133ページはものづくりの職人さんということで、糖尿病患者のための刺しても

痛くない注射針。そういったことも含めて、育鵬社もありかなということで。 
○鈴木委員 私はまた、公民ゆえに男女平等のところをちょっと見てみました。これがなかなかおもし

ろくて、実はかなりさらっと皆さん書かれておりまして、例えば日本文教はページ数を言うとまた長

くなってしまいますので、50ページ、51ページで、男性の育児参加が低い理由というのを取り上げて

います。帝国書院は42ページ、43ページなんですね。それもすごく少ないです、帝国書院。それと清

水書院はすごく少なくて、37ページのみです。教育出版が44ページ、45ページで、育児休暇のことを

書いていて、なおかつ男女の格差数値というのがあって、そういう意味では一番力を入れていたのは

育鵬社なんですね。ところが育鵬社が非常に長く男女の平等と家族の価値ということで書いていて、

ちょっと書いている内容に理解できないわけではないし、いいんですけど、例えば個人が家族より優

先されるべきだとみなされるようになると、家族の一体感が失われていくおそれがありますとか、読

んでいてちょっと違和感があったんです。それで私なりになぜだろうと思ったところ、実は自由社と

帝国書院と育鵬社と清水書院は執筆者に女性がいない。公民にもかかわらず、執筆者に女性がいない

というのは、研究者にいないとは思えない現状があるものですから、これはどうなんだろうと思いま

した。 
  それともう一つ、「家庭」と書くか、「家族」と書くかという問題なんですが、今、実は保育者の

養成課程においても、家族援助論は家庭支援論に変わったんですね。「家族」ではなく、「家庭」と

いう言い方に変わってきている。そういう意味では教育出版は家庭や地域というような形で、男女平



等参画社会基本法は取り上げられているので、私としては女性の執筆者が多い教育出版を推したいと

思っております。 
○雁部委員 私は全般的なお話になるんですが、東京書籍はやはりワイド版でインパクトがあっていい

のかなと。学習内容の確認はさらに内容を深めた工夫ができている。あとは題材によって話し合うと

いう項目を設けている。第１章ですが、私たちの生活と現代社会というところでは、身近な話題を取

り上げて勉強しやすくしているという点がよいかなと思います。 
  教育出版については、模擬裁判について取り上げられているところがこれから必要な部分なので、

そこがよいかなと。清水書院は生活と経済に重点を置いているんですが、いかんせん全体的な情報量

は少ない。帝国書院は、環境に関しての項目で、とらえ方が消費者の視点でとらえてあるところはよ

いと思います。日本文教はやはり先ほどからずっと言っているんですが、西日本の事例が多いという

ことと、原発についてもちゃんと触れてはいるんですけれども、その辺もほかに比べるとちょっと偏

りがあるかなと。自由社は東日本大震災で活躍しました自衛隊についてかなり詳しく載っております。

東日本大震災後活躍している自衛隊についても理解する必要があるのではないかということで、載っ

ているということはよいことだと思います。 
  それと教育出版にはディベートについて簡単に載っていますが、自由社は188ページ以降にディベ

ートの進行と実践例が載っていて、かなりディベートについては勉強ができるのではないか。これは

巻末の資料のほうなので、学校で取り上げるかどうかが別問題になってくると思うんですが。 
  育鵬社は細かいことなんですけど、133ページに墨田区の岡野工業さんの岡野さんのコメントが載

っている。その辺がいいかなとは思います。ただ全体的なバランスとか、いろいろ取り上げると、そ

れぞれ表記に問題はあるものの、やはり委員長が薦めている教育出版がいいのかなと思います。 
○教育長 簡潔に述べさせてもらいます。 
  現在使用している東京書籍版も学習指導要領に沿った形で、バランスよくまとまっているとは思う

んですけれども、教育出版が非常に良いと思ったのは、例えば８ページ、９ページが、上のほうです

けれど、読み解こうということで、グラフだとか、図版でいろいろ考えさせようとしているところが

あります。それから今の雁部委員のほうからありました、ページ26で、ディスカッション、今は欧米

だとか、隣の韓国、中国と比べて、子供たちが自分の立場を述べたり、説明するというようなディベ

ートの能力、非常に弱いんじゃないかと言われているので、育鵬社にもそういうのがありますけど、

これは本体の中に入っているということで非常に良いと思います。 
  ３点目は先ほども例示として示されていた132、133ページに、読んで深く考えるとあります。ここ

では需要曲線と供給曲線は何だろうと。結構難しい話で、本文でやってまた押さえ的に、ここで深く

考えさせるという点があって、ほかの教科書にない点で非常に良いと思いますので、私も教育出版が

良いというふうに思います。 
○髙木委員長 どうもありがとうございました。 
  皆さんのお話を伺って、教育出版でよろしいでしょうか。 
それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」の

うち、社会・公民的分野について採択をしたいと思います。社会・公民的分野は「教育出版株式会社」

を採択することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「教育出版株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引き続



きまして、地図について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 

○指導室長 地図につきましては、学習指導要領には、地図を十分に活用して、地理学習のより一層の

充実を図ることが示されております。また、地理の学習だけでなく、歴史や公民の学習でも調べ学習

の資料として活用がのぞまれております。本区の生徒の資料活用の力を育成することを考慮してご審

議の上、全 2 者からの採択をお願いします。現在使用している教科書は「株式会社帝国書院」でござ

います。 
           
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  それでは地図についても私のほうが口火を切らせていただきます。 
  実は昨年、小学校の教科書採択があって、地図がやはり東京書籍と帝国書院の２者だったんですね。

そのときに両方に注文を出したわけです。注文に対して、今年は多分同じ地図かどうかはわかりませ

ん。昨年は小学生用ですからね。そのときに、帝国書院について言えば、関係するところは首都圏の

ところなんですが、要するに首都圏が一番使うと思ったから、小学生のはね。それでページで言うと

109ページ、110ページ。これが帝国書院です。それからこの地図が同じかどうか覚えていないんです

が、採択が終わった後、東京書籍にかけ合ったんですが、その地図がこれかどうかはわかりませんけ

れど、91ページから93ページにかけて、東京書籍の地図です。これをお話しするのが一番簡単だと思

うんです。 
  そのときに、帝国書院には何を言ったかというと、一つはこの図では清澄庭園と、向島百花園が載

っています。去年の地図では、帝国書院では向島百花園が載っていなかったんですよね。だから文化

財保護法の中に、庭園の部というのがあります。庭園にもランクらしいものがあって、国の特別指定

というのが一番上です。それから国指定、都道府県指定、市区町村指定と。庭園というのは名勝と同

時に史跡も持っているので、単独指定として名勝指定と史跡指定。それから名勝かつ史跡指定。だか

ら例えば国の特別史跡だと江戸城址。江戸城の皇居のあの付近にありますけど。それから六義園とい

うのは、国の特別名勝なんですね。あれは単一指定です。浜離宮になると国の特別名勝、史跡と二重

指定になります。 
  これは向島百花園は２番手クラスですから、国指定の名勝かつ史跡なんですね。清澄庭園は都の名

勝なんです。だから清澄が載っていて、何で向島百花園が載らないのかといったら、帝国書院は我々

は面積を考慮した。こういう地図だって、裏に学術的な背景があるというふうに決まっていますよね。

今回は向島百花園が載っている。もう一つ、右側にこういう地図が書けるのは、幕末の地図、②です

ね。書けるのは帝国書院のいい点なんですが、昨年の教科書採択で日光街道は今の中央通りと言うん

ですか、日本橋から真っ直ぐ北へ抜けて上野へ出て、南千住、北千住へ抜けていくという、そういう

図が書いてある。だからそれ違うって。だって上野というのは徳川幕府にとって聖地なんですよ。徳

川家康と関係が深い東照宮があり、しかも天海大僧正の寛永寺があって、そんなところを、平時でな

いと行きにくいから困ることは困るんだけれど。だけど街道として売り出すかという問題はあります

よね。だから本当の街道はこの小伝馬町を抜けて、浅草を抜けて、山谷を抜けて、三ノ輪を抜けて、

それで行くんだと言ったんです。そうしたら、帝国書院はいろいろな考えがあると。でも、そしたら

今度はこの地図を見てください。中央通りが消えて、僕が言ったとおりになった。やっぱりちゃんと



言わないとだめなんだ。だからそういうわけですぐ対応したということで、帝国書院は非常に評価す

るんです。 
  それからこっちの東京書籍も、去年終わった後、指導室の方にお願いして、大学、今、大学誘致す

るからじゃないんですが、大学表示について何とかならないかという話をしたんです。そうしたら検

討をさせてくださいというお話でしたけれど。例えば東京書籍の93ページを見ると、丸に文と書いて

あるのが、大学なんですよね。大学名がついているのが、何と東京大学と早稲田大学だけ。あと丸文

で、ここにいる人たちの大学はどこ。そういう意味でこんなの地図になるのか。だから去年の時点で

言っているんだけど、まだ対応が難しかったのかどうか知りませんけど、東大と早稲田。あとは丸文

です。業者の対応である程度、何かいろいろな事情があったのかもしれませんが、そういう状況です。

この地図を見る限り、もうよほどいい点がないと東京書籍、なかなかとりにくい雰囲気ですよね。や

っぱり２つの大学だったら書かないほうがましですよね。 
  それで全体図なんですが、全体図ですと日本の国土というのがまずどういうような形で書かれてい

るかということになるかと思います。それで東京書籍は49ページ。本文に書いてもいいんですよ。だ

けど、僕はやっぱり帝国書院の巻末が一番わかりいいと思うんですね、こういうのを書くときには。

本文だとどこからあけていいか迷いますよね。だからそういう意味では帝国書院のほうがいいと思い

ます。 
  それから目次なんですけれども、目次をあけていただきますと、どういうふうになっているかとい

うと、東京書籍は４というところ、４ページという意味ですか、そこで世界１部、２部と分かれてい

るんですね。それでページ数だけが書いてあるんです。大くくりで書いてある。だから地図と資料と

いう格好なんですが、そういうのが大くくりだけでどこに何があるのかわかりにくい、この目次は。

それに比べると、帝国書院のほうの表表紙のほうの左側に、全部書いてありますね。何がどこ。そう

いう意味で見やすい。 
  それから今度は中身ですが、中身については例えば、今の全体まで含まないですが、東京書籍の21、

22、23、24ページ、要するにここは何を示しているかというと、韓国と中国と日本、それの取り扱い

なんです。それが帝国書院と東京書籍の大きな違いは多分一長一短なんでしょうけど、東京書籍のほ

うは22ページで、行政区分があって、中国の。それに対して帝国書院のほうは台湾が詳しく載せてあ

る。これはどう考えるかによると思うんです。ある意味で帝国書院が反乱している。いや、どっちが

主役かわからない。それから韓国の地図も東京書籍の24ページと、帝国書院の27ページ、どっちがい

いかと言ったら、僕は帝国書院のほうがいいと思います。単に大きいだけでなくて、東京書籍のほう

がウルルン島でとまっちゃっているんですね。帝国書籍のほうはちゃんと竹島まで入っている。とい

うので、やっぱり配慮しているわけですよ。それから例えば宗教の聖地、東京書籍で言うと30ページ

あたりですか。宗教の聖地なんですが、帝国の36ページの聖地ですね。キリスト教、イスラム教、ユ

ダヤ教ですね。帝国のほうがわかりいいと思う、やっぱりはっきりして。それからアメリカについて

は両者、要するに東京書籍、非常に以前より地図がよくなっています。だからほとんど差がないんで

す、アメリカに関しては。東書は41から44ページまでアメリカを扱っています。それで帝国は55ペー

ジから60ページまで扱っていますが、例えば東京書籍の42ページと、帝国書院の56ページを比べてく

ださい。ほとんど差がなくて。日本列島が両方とも載っていますけど、以前は帝国書院だけだったと

思うんですが、東京書籍もこういう技術が発達したんだろうと思いますけれど、ちゃんと同緯度、同

縮尺の日本が載っていて、大きさを確認するというようなことで、アメリカについてはほとんど差が



ない。 
  それから、資料も、以前は帝国書院が詳しかった云々というのがありましたけれども、今は東京書

籍も、資料が豊富に入ってきます。だからいわゆる１部、２部。１部というのは目次をあけていただ

きますと、「東京書籍の１部というのは一般的な地図や本の資料。２部はそれらを補う地域と、詳し

い資料というような形で、資料がふえている。」それから統計表も物すごくふえました。だからだん

だんこの２つの地図が遜色ないように近づいていますが、でも東京の大学、だめですね。ということ

で、全体的にまだ帝国書院のほうが上だという判断をして、帝国書院を推薦します。 
○鈴木委員 私も帝国書院がいいなと思う理由がありまして、写真がところどころにあって、それが生

活と結びついていて、例えば植林であるとか、それからエコであるとかいうようなことで、やっぱり

中学校に入って生徒さん、それから小学校からの流れの中で、身近な生活観が載っているんじゃない

かなと思いました。帝国書院がよろしいのではないかなと思いました。 
○横井委員 昨年度の行きがかりから言うと、ちゃんと誠意を持って訂正してくれたという意味で、帝

国書院でいいと思います。ただ個人的な感覚の問題だけれども、紙質と色使いは私は東京書籍のほう

が好きです。光らなくて、見やすいのかなという気がしますが、内容面そのほかを考えて帝国書院が

いいと思います。 
○雁部委員 私も帝国書院がよいと思います。59ページとか、立体的な図が載っていて、斜め横から見

た図が随所に載っているということと、やはり地図である以上は大きくて見やすいというのが一番な

ので、この辺がよいかなと思います。やはり横井委員が言われたように、私は色的には東京書籍のほ

うの色が落ち着いていてよいのかなという感じがします。大体、バランス的には帝国書院のほうがよ

いだろうと思います。 
○教育長 帝国書院版のほうが地図そのものが見やすいかなという気がします。それから全体的にバラ

ンスの面でも良いと思っているので、帝国書院版で結構だと思います。 
○髙木委員長 ほかに何かつけ加えることはございますでしょうか。 
  それではありがとうございました。 
 それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、地図について採択をしたいと思います。地図は「株式会社帝国書院」を採択することにした

いと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「株式会社帝国書院」を採択することに決定いたします。それでは、引き続

きまして、数学について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 
○指導室長 数学の目標は「数量、図形などに関する基礎的な概念や原理・法則の理解を深め、数学的

な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさ、

数学的な見方や考え方のよさを知り、それらを進んで活用する態度を育てる。」となっております。

学習指導要領では、体験に基づく実感的な理解や表、式、グラフなどを用いて変化や対応の様子を調

べて、その特徴を考えることが重視されています。また、本区の生徒の実態を考えると、基礎的・基

本的な内容の習得に対して十分配慮がなされ、且つ補充的な学習や発展的な学習が適切に取り扱える

教科書がのぞまれます。数学の現在使用している教科書は「東京書籍株式会社」でございます。全7
者からの採択をお願いします。 

 



○髙木委員長 どうもありがとうございました。それでは委員の皆さん、ご意見、よろしくお願いいた

します。 
○鈴木委員 それでは今回私から説明をさせてください。 
  ７者ございまして、老体ではなく、老脳にむちを打って、一応私も問題を７者分、何題か解かせて

いただきました。まず最初に、私が配慮したポイントというのは、やっぱり読み取る力をつけたいと

いう思いがありました。本区の生徒の現状に合わせて、学校間の格差、あるいは個人間の格差、それ

ぞれに対応できるようにしたいということと、読み取る力をつけていきたいというポイントがありま

した。そのためには、どうしたらいいかというと、一つは算数から数学へという、中１ギャップのと

きに抽象的な物事を理解していく勉強の仕方というようなこともちゃんと気がついてほしいと思い

ました。そのために導入が丁寧であるかということが大切だと考えます。そして、もう一つは論理的

に考える問題が多いかということ。さらに読解力を身につけ、基礎にも対応し、発展にも対応し、つ

まり数学が好きな子というのはどんどん自分で解いていきたいという思いを持つものですから、そう

いう子供たちへの対応も考えていかなくてはいけないと考えました。 
  中学１年の最初のページを見ていただきますと、それぞれ、「この本を使って学習する皆さんへ」

とか、「中学１年生の皆さんへ」という形で、各者ともここに関しては非常に親切に書いてあります。

教育出版がどちらかといえば、図解チャートでまとめようという形になって、終わったら、振り返っ

てノートにまとめてみましょうねという感じに割とかわいく書いてあり、学校図書と啓林館が、「保

護者の方」へと載っております。我が身を振り返ってみてもそうなんですが、家庭学習が非常に大切

な領域でもありますので、例えば保護者会であるとか、数学の授業参観の折などにもちょっとぐらい

触れられるといいのかなと思いました。あとノートの転記みたいなことが書いてあるのが、東京書籍

と啓林館で、そういうようなことを統合して考えた結果、東京書籍と啓林館の２者が導入に対して非

常に親切であることと、それから極めて標準的で、大切な基本問題というのを取り扱っていると思い

ました。 
  その中で幾つかちょっと問題を解いていた中で、東京書籍というのは、ちょっと確認という欄があ

るんですけれども、それが実はすごく簡単だなと思いました。発展的な問題についての扱いがそう多

くはなかったように思います。 
  その点、啓林館のほうが振り返りという形で、何回もやってみようということで、ノートの工夫か

ら始まり、どんなことがわかるかというようなことで、丁寧に説明しながら、なおかつ最後の章末問

題が文章題で読み取ることが必要となるような問題を多く出しているなと思いました。例えば啓林館

ですと、１年生の242、243ページぐらいですと、これも表から読み取れることというようなことで、

読み取る数学というようなことが書いてあります。こういう図表から何かを読み取っていくというの

は、例えばほかの教科との横断的な配慮という意味から考えると、例えばこれは社会でも使えるだろ

うと思いますし、中学１年生の最初に、５ページぐらい、学習の進め方の中で、人の話をきちんと聞

こうとか、ほかの人の意見と自分の意見を比べながら聞こうとか、そういうような聞く態度、それか

ら人と話す態度みたいな、そういうようなところ。それから、同じ１年生の教科書で言うと、252ペ
ージ、253ページ、時差の求め方です。これなども他教科との連携というようなことが、ある意味考

えられてつくられたのではないかと思いました。 
  他者のいいところを言っていくと、例えば大日本は側注に振り返りがあり、学校図書は目次に既習

学年の振り返りマークがありというような、それぞれいいところはあるのですが、最終的には東京書



籍か啓林館の２者に絞りました。その中で、何度も繰り返し基本的なところを書きつつも、なおかつ

発展問題に文章題等を多く取り入れているという意味では、啓林館が今回よろしいのではないかなと

いう結論に達しました。 
  ということで、私としては啓林館を薦めたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○横井委員 私も今のお話の啓林館でいいと思います。数学を理解する上で大事なことは、ノートを正

しくとるということなんだけれども、ノートの書き方について、東京書籍と啓林館が、毎学年１ペー

ジずつ使って、これは今鈴木委員がおっしゃったとおりであります。東京書籍と啓林館のノートの書

き方を見ると、ページの大きさも啓林館のほうが大きいし、使い方として、１年のときから分数をき

ちんと２行に分けてあるとか、区切りのところ、１行あけるとか、きちっとした書き方を指導するよ

うになっておりますので、子供たちにとっては非常に重要なことだと思います。これが結構疎かにな

ってしまうんですよね。 それから啓林館は、これもお話に出てきていることかもしれませんが、基

礎的な練習問題があると、その右に補充する問題を小さい字で書いてある。ページ数が書いてあり、

後ろの、力をつけようという問題に飛ばせるようになっております。ですから一つの授業をやってい

る中で、子供たちが基礎的な練習問題をやっているときに、終わってしまった子はそこを見て、自分

で後ろのページをやるということの配慮もよくなされていると思います。他者でもそういう工夫があ

ります。 
  もう一つ、これはいたって個人的なんだけど、３年の三平方の定理があります。どの者も証明は斜

辺を一辺とする正方形をつくるか、あるいはその短い辺２つ足した、ＡプラスＢを一辺とする正方形

の中を折り込んで引き算するというのは、最初は図形の処理で、あとは代数的な式の計算で、それは

明快でわかりやすい。もう一つ重要なのが、やはり目で見て確かに面積が同じなんだということだと

思う。今のは数、Ａ2とかＣ2の問題ですよね。啓林は３年の210ページに、これは発展なんだけれど

も、この問題が図形を等積変形するのと、三角形の合同を組み合わせて証明する。代数的に理解して

も、これをやらないとイメージがわかない。確かに面積が同じなんだなと。数字の上じゃなくてね。

この証明の仕方が非常によくて、私は物すごく感激した記憶があります。 
  そのやり方を紹介しているのは、啓林館とあと数研と学校図書で非常にいいです。一つのやり方だ

けじゃなくて、いろいろなやり方がある。いろいろな理解の仕方がある。ある子供にとっては図形も

この証明で解けるんだと、本当にイメージ的に納得できるというようなことは大事なことだと思うの

で、丁寧に扱っているものにしたり。それから補充問題ですとかいい。 
  たった一つ気になったのは、３年の付録に当たるこれがよくわからない。きっと円周角も同じだと

いうことを説明するのに、多分組み立てれば納得できるんでしょうけど、組み立てないとよくわから

ない。その程度で、あとは啓林館で異議なしということです。 
○雁部委員 私は全体的に、東京書籍は、新学習指導要領の趣旨に忠実な構成になっておりまして、数

学の有用性というのが実感できる工夫がなされているかなと思います。東京書籍もそうなんですが、

各学年の子供たちにメッセージを入れているというところが啓林館にはあるので、これもよいかなと。

基礎的内容と発展が分かれていて、習熟度別に応じた内容になっており、小学校からの導入、または

中学、高校にもつながるような内容になっているのも啓林館のよいところですね。 
  大日本さんは、ページ数が多いんですが、ちょっと写真等が少ないです。巻末の資料は大変充実し

ています。応用ということに関しては自分で進んで勉強する子にはすごくいい本だと思いますけど、

墨田の、家庭学習がなかなか定着していない子供たちには、難しいと感じるのかなと。学校図書は有



用性の実感に関しては東京書籍と同じような感じで、おもしろいなと思った点が、249ページのラン

ドルト環についての説明でした。あと１年生の31ページで、記号とかの由来が載っているのもまたお

もしろいなと思います。 
  教育出版は全体的なに難易度が高かったので、墨田区の子供にはちょっと難しいかなということと、

あと個人的に３年生の２ページと９ページに、たまたま私と同じ町会に住んでいる、墨田区のデザイ

ナーで高橋さんという方が考えたカレンダーが載っているのがいいと思います。数研出版は、１年で

小学校の振り返りに力を入れていて、丁寧ではありますが、練習問題が中心なので、数学的な活動の

楽しさとか、よさを実感をするのはちょっと難しいかなと。日本文教も同じような感じですかね。シ

ンプルなんですけど、ページ数も少なくて、ちょっとわかりづらいかなということで、全体的なバラ

ンスを考えると、やはり啓林館がよいと思いました。 
○髙木委員長 僕も啓林館がいいと思います。 
  要するに基礎的なことと、それから発展的なことに適する教科書は何がいいのかというのは、多分

分かれ目なんだろうと思います。そのときに、両方めくれないわけだから、両方段階を追ってやると、

またページ数がふえてしまうわけだから、その辺どの辺で折り合いをつけるかというのは、先ほど鈴

木委員にありましたように、啓林館が一番その辺のバランスをとっているように思いました。 
  ただ、黄金比で、東京書籍で写真がありましたよね。東京書籍、黄金比、５対８というので、この

例の有名な神奈川沖浪裏、北斎の絵が大きく載っている。このくらい出るといい。本当に少ないです

からね。大きいんですね。ただそれは本質とは違うので、墨田区に縁があるということだけです。 
  それでもう一つ、これも教科書選定審議会の答申書を見ておりますと、因数分解の解法及び解の公

式、ここでやがて二次方程式につながるわけですが、その因数分解による解法と解の公式とどっちを

先にやるかという話が一つと、それからもう一つ、円と三平方の定理、どっちを先にやるかというこ

とが各者によってそれぞれ違う。だから解ければいいという考え方もありますけど、やっぱりそれぞ

れの会社がそのほうが理解しやすいということを考えているんだということを、教科書を見ながら逆

に教えられたという感じがします。 
  僕の感じでは、ですから東京書籍にしろ、啓林館にしても解の公式及び因数分解という順で、二次

方程式につないでいく。それで三平方の定理についても、啓林館は円から三平方の定理につないでい

るということですからね。 
○横井委員 その点についてのことで。私も二次方程式の解の公式は、単純に因数分解    ができ

るものが先にあって、それができない場合に解の公式を使うというふうに、自分も多分そう習ってき

たからだと思うんですが、今回いろいろ見ていて逆のところもありますよね。 
○髙木委員長 そうです。 
○横井委員 これもありだなという気がしましたので、それはどちらもありで、先生方がこれは逆のほ

うがいいとお思いならば逆になることも可能だと思います。解の公式が先というのも十分にあり得る

と思います。一般化しておくということですね。 
○髙木委員長 そうですね。三平方の定理は多分中学段階の最後のまとめとしていいと思うんですよね。

だからこの証明方法というのは、いろいろなものがありますということと、自分で考えさせるような

問題があるのがいいんだと思うんです。啓林館、158ページから始まるんでしょうか。いろいろなも

のが出ているんですね。三平方の定理の約束、ひっくり返しただけの話ですけれども、そういうのと

か、あと応用とか、そういうふうな形で、何度も何度も出てきて、しっかり覚えさせようというよう



な考えが後ろにあるように思うんです。ですから、啓林館は発達段階に合わせて、それに合ったよう

なできる子はこの問題、できない子はじゃこっちというような、そういう関係が出ているという印象

で、啓林館で構わないと思います。 
○教育長 東京書籍も、非常にバランスがいいと思いますが、皆さんがそういう見解でいらっしゃいま

すので啓林館でいいと思います。 
○髙木委員長 僕も昔から三平方の定理見て、中学校に入ったというイメージが。だからあれができな

いとだめなんですね。 
  ありがとうございました。それでは数学について採択をいたします。 
 それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、数学について採択をしたいと思います。数学は「株式会社新興出版社啓林館」を採択するこ

とにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「新興出版社啓林館」を採択することに決定いたします。それでは、引き続

きまして、理科について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。   
○指導室長 理科の目標は、「自然に対する関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，科

学的に調べる能力と態度を育てるとともに、自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な見方

や考え方を養う。」となっております。いわゆる第一分野が科学的・物理的な物質やエネルギーに関

する事物・現象を学習するのに対し、第二分野では地学や生物とそれを取り巻く自然の事物・現象、

自然環境の保全に寄与する態度を育て、総合的に見ることができるようにすることが目的でございま

す。ただし、今回の教科書では従来の第一分野、第二分野という分野別の構成ではなく、一分野・二

分野を取り混ぜた学年別の構成となっておりますので、ご留意ください。新しい学習指導要領による

主な変更点ですが、知的好奇心や探究心、科学的に調べる能力や態度の育成が一層重視されておりま

す。また、自然環境が少ない本区の現状を考えますと生徒の直接の観察や実験が限定されることも予

想されます。採択に当たりましては、動植物の資料や写真がわかりやすく、生徒が取り扱いやすい紙

面構成となっている点等も視点のひとつとして、考慮していただき採択していただければと思います。

現在使用している教科書は「株式会社新興出版啓林館」でございます。全5者からの採択をお願いし

ます。           
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  それでは委員の皆さん、ご意見よろしくお願いいたします。 
○横井委員 では、私のほうから。私は結論から申し上げますと、学校図書がいいかなと思いました。

先ほど室長からのお話にもありましたけれども、科学的に考えるということは実験や観察に基づいて

結果をどうまとめるか。結果から何を見い出すかということなんだけれども、子供たち、私も時々授

業を見せていただくことがありますけれども、実験観察すること自体が非常に好むんですね。それを

まとめるという段階になりますと、どうまとめていいかわからない。言われたとおりに書くことはで

きるけれども、あるいはワークシートになっておりますから、ワークシートの中に書くことはできる

けれども、指定がなければ書くことができない。そういう意味で、観察や実験をした後にどうまとめ

るかということが細かくわかるような内容がいいかなというふうに思います。 
  そうすると各教科書をざっと見ていただきますとわかるんですけれども、観察実験があるページに

あるとしますと、その裏のページに結果について、どの者も書いてあるんですが、教育出版と学校図



書が実験からわかることとかいうふうなこと、明確に示してあるんですね。教育出版の場合は枠組み

で、実験からわかることということが書かれています。それから学校図書の場合は、左側の欄外に色

の見出しみたいな形で、結果とか考察とまとめということが書いてあって、今書かれている文章が結

果なのか、結果からわかったことなのか、考察なのか、それからまたわかったことに向かっていくこ

とがわかるようになっているという意味では、学校図書のほうが少し丁寧になっております。 
  この２者を比べた場合に、実験観察の手順についてはどちらの者もきちっと書かれてはいるんです

けれども、ページ数が教育出版のほうが学校図書より少し少ない。その分、実験の図が小さかったり、

それから、指示の文字が小さかったりするんですね。学校図書のほうが観察や実験の図版だとか文字

がはっきりしていて見やすくなっています。 
  例えば具体的に教材で見てみますと、１年の植物教材というのがあります。学校図書は140ページ、

教育出版は131ページですね。啓林館は29ページ、大日本は37ページからです。東京書籍は29ページ

なんですが、このどれも葉のつくりを調べる実験の手順が書いてあるんですけれども、かみそりを使

って葉っぱを薄くはぐという顕微鏡で見る切片をつくる作業なんですが、どちらもそれなりに工夫は

されておりますけれども、教育出版は少し版が小さくなっております。よく何をするのか見にくいと

ころがあります。他者は見やすい。その結果が次のページにあるわけですけれども、次のページを開

いていただくと、観察の結果を書くんですが、それぞれ文章でまとめてあって、写真の拡大図があり

ますけれども、学校図書だけスケッチのＡというのが載っているんですね。子供たち、観察しましょ

うと書いてあって、観察すると普通はスケッチすることになりますけれども、どの程度書き込んでい

いのかということが多分わからない。適当にそれらしく書く。手書きで書く場合に、この程度まで書

けるといいよという模範が示されているのが学校図書だということであります。 
  ほかにも細かい例がたくさんあるんですけれども、たくさん挙げてもしようがないので、もう一つ

だけ。２年生に、科学の分野で、物質を電気で分解する、水の電気分解というのがあります。順序不

同になりますが、教育出版では８ページ、それから東京書籍は10ページ、大日本は18ページ、啓林館

は120ページ、学校図書は18ページですね。学校図書は今私が推薦したものですけど、それの実験装

置の図がほかとちょっと違うと思うんですよ。他者はみんなＨ型のガラス装置を使っております。そ

れから黄色い台の上に何かプラスチック製の水槽が載っているようなものが例として出ております。

みんな共通して同じようなものが載っています。学校図書だけが違うんです。違う装置もあるよとい

う例で19ページの上のほうと下のほうに、同じような図が載っておりますけれども、メーンで使うも

のは違いますよね。 
  私、これを見ていて、すごいことだなと思ったのは、これは電気を通して水を分解するわけです。

プラスとマイマスのほうに水素と酸素を発生するということだから、水を分解するんです。このＨ型

の装置を使ったり、プラスチックの台の上に載っている、見本が載っているものが、これは仕掛けが

あって、仕掛けに電気を通して水素と酸素が発生したということはわかるんだけど、何をやったかわ

かるかなと思う。 
  学校図書の場合は水に電極が入っていて、そこから出たものを試験管で集めるという原理にのっと

った仕掛けなんです。だから仕掛けをただやればいいんじゃなくて、水を電気分解するんだという意

味を理解する上では、この学校図書の装置のほうが合理的なんですね。ただ実際には先生方はこの仕

掛けがあるかどうかわかりませんし、それから水酸化ナトリウムの水溶液の中に、場合によってはゴ

ムの手袋を使って指を突っ込まなければいけないので無理かもしれない。多分仕掛けがあると思うん



ですよ。それはそれでいいんだけど、仕掛けに電気を通して何か発生したということを理解するんじ

ゃなくて、もともとはこういうことをやりたいんだけど、この装置よりもこれのほうが便利だからこ

れを使うよという意味では、学校図書のもともとのねらいに即した実験装置を見るということに非常

に意味があるかなと思うんですね。何をやるかがわかる。複雑な装置が先にあると、そちらに目が行

ってしまって、結果はわかるけど、何をやったのかがわからないということにもなりかねないという

意味で、この学校図書の実験装置は他者と全然違うけれども、おもしろい点がある。この装置を使う

かどうかは別としても、これの意味を理解して、子供たちが実験に取り組めば理解が深まるかなとい

うふうに感じました。 
  それから、１年生の力学なんだけれども、啓林館の１年、193ページをいいですか。学校図書は100

ページです。教育出版は94ページです。今この３者だけちょっと見ていただきますが、実は残りは教

育出版とほぼ同じ書き方をしているんですけれども、圧力の単位、Ｐａと書いてパスカルと読みます

けれども、圧力の単位はＰａで、教育出版を見ると「力の当たる面積平方メートル分の面を垂直に推

すＮ」と書いてありますね。啓林館は「圧力（Ｎ／㎡）」と書いてあって、その下に「１Ｎ／㎡は１

Ｐａ」と書いてある。これ、書いてあることは逆ですよね。教育出版で定義していることと、それか

ら啓林館で定義している定義の仕方は、Ｐａがどっちにあるか、右にあるか、左にあるかという意味

で逆なんですね。学校図書はどうかというと、学校図書も圧力左Ｎ／㎡と書いてあって、それが圧力

だと書いてあって、Ｐａって書いていない。Ｐａは右に欄外で書いてある。ほかの３者は教育出版と

ほぼ同じですね。圧力というのはまずパスカルでという単位がありますと。パスカルというのは１平

方メートルにかかる力ですというふうなことで、パスカルを言っているわけです。厳密には逆なんで

すね。１平方メートル当たりにかかる力が圧力なんです。それをＮ／㎡と書くんじゃ言いにくいし、

書きにくいので、それをＰａと書くというのが単位を導入する考え方、基本的に。だから考え方とし

ては、啓林館や学校図書の考え方が圧力についての定義としてはいい。 
  啓林館の左側の注、193ページの真ん中辺の注に、パスカルじゃなくて、Ｎ／㎡を主に使っていく

と書いてあるんですね。だからパスカルというのは補助単位といいますか、おまけなんで、本当はＮ

／㎡だということを言っている。 
  なぜ私がそんな細かいことを言ったかというと、子供たちは意味がわからないままに単位を覚えさ

せられてしまって、次々に新しい単位が出てくる。もう面倒くさくて、嫌だなというふうなことにな

ってしまうわけで、だからもとはＮ／㎡だということで、ニュートンはその前に学習しておりまして、

平方メートルは小学生から知っている単位ですから、それを組み合わせたものだということを理解す

る上では、この啓林館や学校図書の行き方のほうが子供の思考を、無駄に複雑にしないで済むという

意味でいいんじゃないかなと。普通は、パスカルをここで使いますよというふうに言ってしまったほ

うが楽ではあるけれども、子供たちの考えを深める、思考を節約する上では、啓林館か学校図書の行

き方がいいかなと思います。 
  そういったこともいろいろ含めて、啓林館もいろいろ工夫されておりまして、例えばマイノートと

いうのが挟まれておりますから、いいんじゃないかというふうな考え方もありますけれども、このマ

イノートにある問題が少し単純すぎるというか、別冊にしてある意味はあるけれども、問題の質とし

てはまあまあかなと思います。同じようなレベルの問題は学校図書の巻末にも、字は小さいですし、

そのまま書き込みはできないけれどもあります。 
  私は学校図書を推薦したいと思っております。 



○鈴木委員 私は１年から３年までの理科の流れというのをちょっと見てみたんですけれども、東京書

籍と大日本と、それから啓林館がすべて生物から始まるんですね。教育出版と学校図書は科学から始

まる。確かに教育出版さんと学校図書は、９月から始まるということもあるんでしょうけれども、そ

こは結構丁寧に書いているんじゃないかと思って、例えば学校図書さんですと、いいなと思ったとこ

ろは、６ページ、７ページ、身の回りの物質というところで、子供たちの生活空間の中で、理科とし

てこういうものが必要なんですよ、サイエンスなんですよということをメッセージとして残している

のはいいなと思いました。３ページには教科書の使い方、それから先ほど横井委員もおっしゃってお

りましたけれども、レポートのまとめ方みたいなことも、14ページ、15ページなんかにも丁寧に書い

てあるので、教育出版か学校図書かと思ったんですが、学校図書で今回やってみたらどうだろうかと

思っております。 
  なので、横井委員と同じ学校図書でよろしいのではないかという感じをしています。 
○雁部委員 私はまた全体的なところから。東京書籍は小中高の学習の流れがかなりスムーズに行くよ

うに配慮されていると思います。東京書籍の１年生、ちょっと気になったのが、ワインを使って実験

というのが巻末にも出てくるんですけど、この辺はどうかなというのはありました。大日本はページ

数が多くて情報が豊富なんですが、これも先ほどの数学と同じで、かなり応用分野で勉強が好きな子

が使うのにはいいのかなという感じです。暮らしの中での科学の有用性というのを、身近な題材で示

しているところがいいと思います。これも資料なんですけれど、生徒の興味を引く工夫がなされてい

るのですが、応用分野になってしまいますので、自学自習というか、自分で勉強する子にはいいとは

思います。なかなか墨田区の子供達がそこまでいくかどうかというのはちょっと疑問があるのでどう

かなと。 
  啓林館はやはりマイノートによって勉強、学習の繰り返しをして、基本から応用の定着を図ってい

るんですが、やはり２冊ということがちょっと使いづらいのかなと。レポートの書き方の例は具体的

でわかりやすいと思います。あとは科学偉人伝とか科学の広場で実生活との関連が書かれていて、実

生活の中の科学ということを取り上げていていいと思います。あと教育出版さんは小学校からの関連

とこれからの見通しを持っているところに配慮しているようで、学力定着のため要点のチェック、基

本から応用まで配置されていて、環境問題というか、環境の話題が多く取り上げられているのかなと。 
  学校図書はやはり理科を学習することの意義がわかりやすく書かれていて、先ほど横井委員が言わ

れた実験の結果、考察のまとめ、解答まで書かれている。ただ私がどうしてもここで気になるのは、

実験というのはどうなるかわからないところが本筋になるので、結果が書いてあると別に実験しなく

てもいいだろうという考え方になってしまうと思います。この辺がどうなのかなと。これはもう学校

の先生の配慮になるからしようがないと思うんですが、全体的にわかりやすく全部書いてあるという

ことで、私も学校図書がいいかなと思います。 
○教育長 これまで使用している啓林館ですけれども、先ほど話がありましたけれども、別冊のマイノ

ートの工夫が良いと私は思います。科学の広場など、コラボ的な内容が充実している点も良いのです

けれども、先ほど横井委員のご指摘の点などを考慮しますと、私も学校図書を推したいと思います。 
○髙木委員長 これはまず第１分野、第２分野と、それから学年別という、これが組み合わさっている

ので、生徒のほうが、並んでいる順にやられるんだとは思いますけれども、どういう感じで受けとめ

るかなというのが一つ気になります。これはこの配列順にやるんですか。 
○横井委員 いや、やりません。 



○髙木委員長 やらないですかね。この辺がちょっと気になったんですが。 
○横井委員 特に植物教材は時間がかかります。花が咲いていたり、葉っぱが育っているのが春から夏

にかけてですから、順序を変えてやることになるだろうと思うんです。 
○髙木委員長 そうですか。だからその辺が非常に気になって、要するに前に書いてあったのを忘れた

ころにやってもしようがないわけだし、だからその辺の工夫がどうなるかというのは、これはむしろ

教える先生方の話なのかもしれないですね。 
  それからもう一つはそういう接続の話とともに、最初に見たときは啓林館が２つあって、マイノー

トなんていうのがあって、練習問題もそこそこあるじゃないですか。段階別にあるんですよ、この練

習問題もね、よく見ると。だからいいかなと思ったんですが、学校図書の場合、先ほどの横井委員の

お話だと、この程度の練習問題が、学校図書の単元末の問題と大差ないというお話なので、それなら

２冊に分ける必要はないですから、これでも構わないということだと思います。要するに学習のまと

めとか、単元末の問題というのが自力でできる、そういうスタイルの教科書がいいんだろうと思いま

す。そういうことを考えますと、学校図書で構わないと思います。 
 それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、理科について採択をしたいと思います。理科は「学校図書株式会社」を採択することにした

いと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「学校図書株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引き続

きまして、音楽・一般について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 
○指導室長 音楽科の目標は「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と

もに、音楽に対する感性を育み、豊かな情操を養うこと」となっております。採択にあたりましては、

「感性や情操を育む」ことが目標とされている教科の特性から、生徒の興味関心を引く紙面構成であ

ることや、実際の音楽の活動や鑑賞がしやすいように工夫されているなどの点をご考慮いただき、ご

審議いただければと思います。音楽・一般の現在使用している教科書は、株式会社教育芸術社でござ

います。全２者からの採択をお願いします。 
○髙木委員長 ありがとうございました。どなたか委員の方、ご意見ございますでしょうか。 
○横井委員 音楽については、どちらもそれぞれ一長一短があって、かなり難しいなと思っております。

例えば１年生の音楽・一般のほう、目次を開いていただくと、これはなれの問題もありましょうから、

教育芸術社のほうは目次に、例えば一番最初はＦｏｒｅｖｅｒ、拍の流れに乗って明るい声で歌おう

というふうにねらいが書かれております。その後ろにアイコンで、リズムと旋律と音色を楽しむとい

うふうな趣旨のアイコンがついております。教育出版には全体としては音楽の要素をとらえながらと

いうふうなことがありますけれども、それはありません。 
  次のページをあけると、どちらも次のページをあけていただきたいんですが、そうすると教育芸術

社は最初の拍の流れに乗って明るい声で歌おうの次に、Ｆｏｒｅｖｅｒと書いてあるわけですが、教

育出版のほうは歌詞の内容を生かしてという目次に書いてあるのと同じものの下に、この歌を学習す

るときのねらいが２行にわたって書かれております。 
  それから、教育出版の右ページを見ていただくと、緑色の枠の中に２分休符とテヌートというのが

あります。この記号について、これが新出なんでしょうかね。記号について意識するようにというこ

とを、教育出版ですけど74ページの一番左に、この教科書の中で取り扱っている中学校で新しく習う



用語や記号などを示しますというふうに書いてありますから、２分休符とテヌートは新しく出てきて

おりますが、これは教育芸術社の場合には、右ページの一番下に小さく、これとこれは68ページを見

ろとか、71ページを見ろとか書いてある。説明していないわけではない。どちらが見やすいかという

問題なんだろうと思うんですよね。 
  創作についてもそれぞれ工夫されておりまして、教育芸術社の場合は７ページにいろいろな音符が

載っていて、それを使って、適当に並べてリズムをつくろうみたいなことなんだろうと思うんですね。

それはそれでおもしろいと思うんで、教育出版では47ページに、言葉にリズムをつけるという。だか

ら、後に行けばいろいろやるんですけれども、導入の段階は教育芸術社はまず音符ありきで、音符を

適当に並べたものでリズムをつくって、それを楽しもうというおもしろいアプローチになっています。

教育出版は言葉のリズムを見つけ出して楽しむということになっています。ですからリズムをつくる

場合、そしてメロディーをつくる場合も、教育出版は50ページに、日本語の抑揚を生かした旋律をつ

くろうとなっていて、言葉が先にあるんですね。教育芸術社は12、13ページで、「主人は冷たい土の

中」のリズムと旋律を考えて、今度そのリズムで自分の旋律をつくろうとか、言葉がまだ書いていな

い。だからそういう意味じゃ、全く違うアプローチの仕方かなと思って、難しいなというふうに思い

ました。 
○雁部委員 教育芸術社のほうは、子供たちの独創性というか、姿勢をうまく引き出すような形の教材

の使い方になっております。今の子供たちは自分で歌ったりとか、リズムということに関しては進ん

でしまっているのですね。直感的な勉強ができるというのが教育芸術社ですね。やはり今、横井委員

がおっしゃった７ページのリズムゲームというなんていうのは、決められたことをやるのではなくて、

自分で選んでいって、自分の好きなリズムをつくるという、こういうところは恐らく子供たちは喜ん

でやるんじゃないかと思います。 
  それから教育出版のほうは、一応カラーユニバーサルデザインに配慮はしているということと、歌

詞をイメージする背景が割と詳しく載っている。ただこの辺はイメージの問題なので、例えば17ペー

ジの「夏の思い出」の尾瀬などは、実際に背景が載って、これはいいのかなとは思います。写真の使

い方がうまいなと。やはり同じ意見ですが教育芸術社の13ページのリズムを使って、旋律をつくろう

なんていうところは、創作という分野において，子供たちは多分喜んでやるのではないかと。全体的

に見て、教育芸術社のほうがよいのかなという感じがしました。 
○鈴木委員 同じようにリズムのことが話題になっているので、リズムから話をすると、リズムという

のは実は確かに言葉を上に載せていくおもしろさというのはあるんですが、ですので、教育出版の47
ページの言葉のつなげ方を工夫して、４小節の曲をつくろうという、意外と実はこれは難しいなと思

います。 
  教育芸術社のほうはどういう方法をとるかというと、確かに雁部委員がおっしゃったように、クリ

エートというか、創作をすごく重視していて、28ページ、29ページのように、音楽が音符だけではな

くて、音を情景の言葉でストーリーをつくろうとか、そういう近づいてくる目の前を通る、遠ざかっ

ていくという変化をどう重ね合わせるかというような、音楽のとらえ方が広いような気がいたします。 
  したがって、甲乙、本当につけがたいのですが、教育芸術社を上手に使ってやっていったら、音楽

が好きな子がふえるんじゃないかという気がいたします。 
○教育長 私も本当にどっちをとったらいいか迷います。とりわけ教育出版の４ページ、５ページに花

の歌のバックに、これは間違いなく我が墨田区の写真、桜並木の写真が出ているので非常に捨てがた



いのですけれども、ただ内容的には教育芸術社の、とりわけ目標のところですね。非常に明確に書か

れているかなと、目次ですけれども。それから記号でも学習の窓口のところにいろいろな記号が明示

されているということで、子供たちからはわかりやすく工夫されているように思いますので教育芸術

社のほうが良いというのが、私の意見です。 
○横井委員 私も、花の写真が非常にきれいだと思いました。もったいないと思っていたんですが、実

は、２・３下の一番後ろに、「君が代」、「仰げば尊し」があるんですね、両方に。教育芸術社は64
ページで、教育出版は72ページです。同じようだけど、よく見ると違うんですよ。「仰げば尊し」が

教育出版は１番と２番。教育芸術社は１、２、３となっておりまして、教育出版は教育芸術社の２が

抜けているんですね。２番の抜けている歌詞は、「互いにむつみし、日ごろの恩。わかるる後にもや

よ忘るな。身を立て、名を上げ、やよ励めよ」ですね。恐らく教育出版はそこが嫌だったんじゃない

かと思うんですよ。そういう考え方もないわけじゃないけれども、私は「身を立て、名を上げ」だけ

じゃいけないんだけど、身を立て名を上げても、「やよ励めよ」というところは重要だと思うんで、

これは大事な歌詞だと思います。 
○髙木委員長 教育芸術のほうがいいという。 
○横井委員 というのもありかなと。 
○髙木委員長 今、東京都が調査した、いわゆる鑑賞ですね、どんな曲が鑑賞として両者選ばれている

かということなんですが、日本のより外国のほうが多いんです。両者ともね。ところが選ばれている

日本の数というのは大体似ているんですね、両方ともね。例えば筝曲の「六段の調」なんていうのは、

両方に載っているとか、だから要するに差が接近しているんですよね。鑑賞についてはね。ただ選ん

でいる外国の国はいろいろあって。だから日本の音楽一般の鑑賞というよりも、海外の鑑賞のほうが

はるかに多くなっている。これは教育芸術社、教育出版両方とも同じなんです。だからそれほど多分

差がつかないと、その点では思うんですが、やっぱり何か鑑賞についても音楽関係である一定の、さ

っきの花じゃないけれど、そういうのが出てくるといいなという感じがします。 
○横井委員 鑑賞曲というのは難しい。一般化できないですよね。人によりましょうしね。 
○髙木委員長 これ、枠はあるんですか。たとえば、日本の曲は大体何曲くらいとか。いや、僕もこれ

全然、音楽の分野はわかりませんから、教育芸術社でもいいと思っております。さっき「仰げば尊し」

に差があるというのは気がつかなかったんですが、おもしろい。抜いちゃうという。本当は抜いちゃ

いけないんだけども。 
○横井委員 そうですね。普通の著作権法ではいけないんだけど、教科書だけはその点、融通が多分き

くんじゃないかと思います。 
○髙木委員長  音楽・一般について採択します。皆さんの意見を伺うと、迷いもあるけれど、音楽・

一般の教科書は教育芸術社で構わないというふうに受けとりました。  
  それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、音楽･一般について採択をしたいと思います。音楽・一般は「株式会社教育芸術社」を採択

することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「株式会社教育芸術社」を採択することに決定いたします。それでは、引き

続きまして、音楽・器楽合奏について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 
○指導室長 音楽科の目標につきましては、先ほど説明させていただきました。器楽の指導事項は１つ



目、曲想を感じ取り、表現を工夫して演奏すること。２つ目、楽器の特徴をとらえ、基礎的な奏法を

身に付けて演奏すること。３つ目、声部の役割や全体の響きを感じ取り、表現を工夫しながら合わせ

て演奏すること、となっております。現在使用している教科書は教育出版株式会社となっております。

全２者からの採択をお願いします。 
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  それでは、委員の皆さん、ご意見よろしくお願いいたします。 
○横井委員 では、私が口火を切らせていただきます。これも大変難しいですね。 
  まず、目次をあけていただきます。教育芸術社は２枚あけてください。大きな違いがありまして、

教育芸術社はアルトリコーダー、ギターから始まっております。教育出版は和楽器から始まっており

ます。これがまず大きな違いです。それから費やされているページ数を見てみますと、教育芸術社は

和楽器が26ページ、リコーダー、ギターが21ページですね。教育出版は和楽器が20ページで、リコー

ダー、ギターが26ページでちょうどページ数の割合としては逆転しております。ですからページで言

えばどちらを重視しているかというと、和楽器を重視しているのが教育芸術社、リコーダー、ギター

というふだん子供たちの比較的身近にある楽器をメーンにすえているのが教育出版ということにな

ります。 
  教育出版はそのほかに打楽器、ラテンパーカッションというのがついておりまして、マンボに挑戦

しようとか、それが６ページ与えてあります。実際に音楽の時間に費やされる時間の割合から考える

と、教育出版のほうが適当かなという気がするんですけれども、ただ逆に和楽器は小学校でも最近や

っておりますから、余り身近でないだけに丁寧に指導する必要があるという意味で、和楽器にページ

数を費やすのも意味が十分にあることだろうと思います。 
  教育芸術社の４ページと、それから教育出版の24ページを比べていただきたいんですけれども、こ

こにアルトリコーダーの解説が載っておりますが、この解説の写真や図がどうも教育芸術社のほうが

明瞭といいますか。技法については教育出版のほうが丁寧に書かれているところがあるんですけれど

も、図は教育芸術社のほうが見やすいところがあります。これも随分悩みましたけれども、やはりこ

れは教育芸術社がいいかなと。ほかの写真もそうなんですね。全体に教育出版はやや小さ目で見にく

いというか、はっきりしないところがありますので、教育芸術社がはっきりしているところが多いの

で、見た目だけでいいやというわけにはいかないですけれども、教育芸術社がいいかなと思います。 
○鈴木委員 私も器楽に関しては教育芸術社がいいと思います。例えば教育出版だと36ページ、教育芸

術社だと21ページで、「大きな古時計」があるのですが、外国曲ではあるんですけれども、日本でも

童謡としても定着していると思いますが、リコーダーとギターとどっちが合っているかと言われると、

やっぱりギターかなと。その教育の内容からいってもそうかなという感じがいたします。というよう

な選曲に関して無理がないなという意味で、教育芸術社のほうがいいかなと思いました。 
○雁部委員 まず表紙１ページをめくっていただくと、教育出版社のほうは打楽器の和太鼓の神様と言

われている林英哲さんが載っています。私はファンなので、これを見たら、こちらにしたいのですが、

教育芸術社のほうは若手の活躍している方々の４名の写真が載っておりまして、なおかつ中身も、先

ほど載っておりましたリコーダー奏者が、４ページのアルトリコーダーのモデルになるなど、それぞ

れ皆さん、本人がモデルになって載っかっているというところがとてもよいと思います。中学生なの

で、できれば年齢的にも身近な方々が活躍しているというところを見ると、よし、私も僕もという気

持ちにはなるのではないか。 



  また、小学校からの流れからいきますと、リコーダーをほとんどの子供ができるので、教育芸術社

はやはりアルトはつきますけど、リコーダーから入っているということで、導入のしやすさはあるの

かなと。教育出版のほうは和楽器を最初に取り上げているのですが、いきなりほとんど使えないだろ

うという琴から入っています。順番にやる必要はないかとは思うんですが、素直にページをめくれば

最初からということになりますので、教育芸術社のほうが自然に入りやすいのかなと思います。 
○教育長 これも甲乙つけがたいんですけれども、私も雁部委員が言われたように、小学校との接続の

観点から、やっぱり教育芸術社のリコーダーでつながっているということを評価して、教育芸術社を

推したいと思います。 
○髙木委員長 そうですね。根拠はと言われると大変苦しいんですが、先ほど確かに小学校との連携性

から考えれば、リコーダーから入るほうがいいわけで、教育芸術社のほうがいいだろうと思います。

それからもう一つ、さっき鑑賞について、日本の歌が少ないんですよね。外国の歌が多いんですけど

ね。これを調べるとね。和楽器が教育出版は少なくて、リコーダーが多いんですね。その辺の判断を

どう考えるか。そんなことは大した話じゃないと考えるのは、それはそれでいいんですが、和楽器の

ページ数が教育出版が20ページと教育芸術社が26ページです。多いと見るか、少ないと見るか。それ

で日本の歌が少ないから和楽器が少なくていいとも読めるし、そうじゃなくて、日本の歌をふやして

いくんだという視点も多分考えられるんだと思うんですね、逆に言うと。だからほかの教科が、伝承

とか日本の文化とか、そういうのを歌っているわけですね。特に社会科なんてそうでしたね。 
  だからそうなると、そういうことに軸点を置いている、ページ数が多いと言われました教育芸術社

で構わないというふうに思います。 
  ほかに何か追加するご意見をお持ちの方、いらっしゃいますでしょうか。 
  それではどうもありがとうございました。 
 それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、音楽･器楽について採択をしたいと思います。音楽・器楽は「株式会社教育芸術社」を採択

することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「株式会社教育芸術社」を採択することに決定いたします。 
ここで１０分ほど休憩をとりたいと思います。 

  （休憩） 
○髙木委員長 では、再開したいと思います。 
 引き続きまして、美術について審議をいたします。 
  指導室長、ご説明お願いいたします。 
○指導室長 美術の目標は「表現及び鑑賞の活動を通して、美術を愛好する心情と美に対する感性を育

て、造形的な創造活動の基礎的な能力を伸ばし、豊かな情操を養う」となっております。採択に当た

りましては、「感性や情操を育む」ことが目標とされている教科の特性から生徒の興味や関心を引く

鑑賞教材の掲載や、表現や造形的な活動の動機付けとなる紙面構成等をご考慮いただきご審議いただ

ければと思います。美術の現在使用している教科書は日本文教株式会社でございます。全３者からの

採択をお願いします。 
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  それでは、委員の皆さん、ご意見よろしくお願いします。 



○教育長 それぞれの特徴ですが、まず開隆堂出版からです。開隆堂出版の２ページ、３ページ、４ペ

ージ、芸術１のガイダンス１ですけれども、学習の目当てや内容を構造的にわかりやすく示し、学習

欄の見通しを持たせるようにしているようです。表現領域ではやや彫刻の教材が、デザインや、工芸

の教材より多く取り上げられている特徴があります。また、作品のつくり方、技法のバリエーション

などわかりやすく説明されていることから、子供たちが学習の内容のイメージがわきやすいというふ

うに考えられます。また、鑑賞領域では、日本美術や伝統文化については深く、各国の美術について

も広く触れられていると思います。 
  それでページ16を見ていただきたいと思うんですけれども、一例ですけれども、生徒がつくった作

品が多く、掲載が多く、生徒から親しみやすいのも特徴となってございます。ただちょっと小さな図

版が多くて、学習指導としては見づらいのかなと。紙の質もやや薄くて、また印刷がやや不鮮明に見

える点が気になる点かと思います。 
  続きまして、光村図書出版です。ページ４からですけど、とりわけページ５からの部分です。さま

ざまなジャンルで、銅版からとか、グラフィックデザイナー、さまざまなジャンルの造形作家等の言

葉をもとにして美術について考えられるような内容となっています。表現領域ではやや彫刻の教材が

デザインや工芸の教材より多く取り上げられています。また、鑑賞領域では、教材に仕様を合わせる

などして造形表現と言語表現を結びつける工夫がされています。さらに現在活躍している作家や身近

な工芸品やデザインを取り上げるなど、先ほどもちょっと紹介しましたけれども、生徒に興味関心を

抱かせる教材が組まれていますけれども、映像表現など新たな表現領域の取り上げが少なく、また生

徒が制作過程の中で発想を広げ、新たな表現を生み出すような教材が少ないように感じられました。

印刷、色調は鮮やかで明るく、鮮明な点は非常に、もともとそういう会社ですから良いと思います。 
  最後に日本文教出版です。これも２ページ、表現の始まりや色、光などスポットを当てた記述がさ

れております、内容的に。ただ美術の学習内容の全体を網羅していない嫌いがありますけれども、表

現の領域では彫刻と教材とデザインや工芸の教材が、前の２者と比べるとバランスよく、同じ程度取

り上げられているのが特徴的な点かと思います。それから21ページをごらんください。そこには、ア

イデアスケッチを、ここだけじゃないんですけど、掲載するなど、活動過程がわかりやすく示されて

いるほか、生徒を制作過程の中で教材の色や形から表現を広げるような、自由な活動が期待できる教

材が多く取り上げられている点も良いと思います。それから表現、鑑賞の両面でアカデミックなもの

や、日本の伝統美術だけでなく、コンピューターグラフィック、アニメーションなど先端技術を使っ

た表現だとか、２・３下の28ページです。ここには具体表現とか、なかなか難しいですけれども、日

本の昔からのこういったものを取り上げながら、非常に幅広い表現する教材として取り入れているか

なと思います。あと余白が多く、図版化の寸法数が小さく、レイアウト上の構図がわかりにくい面は

ありますけれども、私が気に入ったのは、表紙に美術１と２、３上には名画が掲げられて、使用され

ていて、非常に美術の教科書かなという印象を受けている点が私は気に入っております。 
  墨田区との関係で、葛飾北斎の図版が開隆堂では３点、光村図書で１点、日本文教出版では３点そ

れぞれ掲載されています。 
  以上、それぞれ比較検証した中では、それぞれ長短ありますけれども、美術教材として一番バラン

スがとれておりますのは、私は日本文教出版であると考えておりますので、これを推したいと思いま

す。 
○横井委員 私も日本文教出版がいいなと思っておりました。と申しますのは、鑑賞に堪え得る作品と、



生徒の作品が同じページに載っておりまして、制作するときにモデルになるようなものもあるし、自

分たちにもこういうアイデアを出させるというようなことが訴えられると意味で、大変いい。大体ほ

とんどのページがそういうような構成になっておりましていいなというふうに思っております。これ

は先ほども出ておりましたけれども、そのうちの一部にはアイデアスケッチがあって、いいかなと思

いました。 
○鈴木委員 私も日本文教出版がいいと思います。といいますのは、美術館へ行ってみようというのは、

各１年生の共通であるんですけれども、美術館という場所だけを紹介するもの、活動を紹介するもの

の中で、この日本文教出版だけが修復作業をしている人とか、展示作業をしている人とか、裏方の仕

事のこともきちんと触れている。だからそこに働いている人たちの様子というのもわかって、表から

では見えないものまでちゃんと取り上げているというところからも、日本文教出版がいいと思いまし

た。 
○雁部委員 私はまず開隆堂からいきますと、まず美術書という観点から子供たちに少しでもいいもの

を見てもらうということで、紙質がよくないというのと、図版が小さい、見づらいということはもう

それで欠点かなと。それから光村図書ですが、現在活躍している作家や工芸家を取り上げているとこ

ろは物すごくよいかなと思いました。日本文教は大体無難で、コンパクトにまとまっているんですが、

ちょっとおもしろみがないかなというのはありますね。ちょっとレイアウトがいまひとつ。それでつ

まらないという感じは受けましたけど、大体総合的に見て、日本文教出版の本がいいかなと思いまし

た。 
○髙木委員長 僕も日本文教出版でいいと思います。一つは鑑賞や何かで、先ほど横山委員から説明が

ありましたように、いろいろなものを取り入れている。子供たち、多分いろいろなものに関心がある

んだろうと思います。特に最近だとコンピューターグラフィックなんかにも関心があるだろうし、も

ともとあの年代だとアニメーションに関心があったりですから、美術は幅広いわけなので、そういう

いろいろなものを、既成の概念にとらわれないで、いろいろなものを取り上げたというところを買っ

て、日本文教出版でいいと思います。 
  それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、美術について採択をしたいと思います。美術は「日本文教出版株式会社」を採択することに

したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「日本文教出版株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引

き続きまして、保健体育について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 
○指導室長 保健体育の目標は「心と体を一体としてとらえることを重視し、生涯にわたる豊かなスポ

ーツライフの実現及び自らの健康を適切に管理し、改善していくための資質や能力を培うこと」とな

っております。中でも、教科用図書を用いた学習が中心となる保健分野では、主として個人生活にお

ける健康・安全に関する理解を通して、自らの健康を適切に管理し、改善していくための資質や能力

の基礎を養い、実践力の育成を図ることがねらいとなります。 

そこで、課題解決学習や体験的な学習を通して、適切な意志決定や行動選択を行うことができる能

力を育成し、心身の健康の保持増進にかかわる実践力を高めることができることが重要になります。

保健体育の現在使用している教科書は株式会社学習研究社でございます。全４者からの採択をお願い



します。 
○髙木委員長 どうもありがとうございました。 
  それでは、委員の皆さん、ご意見をよろしくお願いいたします。 
○鈴木委員 それでは私のほうから言わせてください。保健から始まるか、体育から始まるか、各者そ

れぞれではあるんですけれども、一つはやっぱり今回、心と体を一体としてとらえることと、自然災

害防災という、そういう視点と両方必要だったということです。それで各者それぞれよいところはあ

ります。 
  例えば大日本図書では92ページ、93ページに障害の防止ということで、自然災害に備えてリュック

に入れておくとよいものというリストが出ております。それから学研は口絵の４ページ、自然災害に

備えてというようなことがあり、関連ページが58ページから59ページと、出かけるときに持っている

とよいものというふうに、生徒が例えば自分でリュックを詰めるのはなかなか大変でしょうけど、生

徒が自分で持っていけるものということで、非常に身近にしてあります。東京書籍は、例えば60ペー

ジ、61ページで、障害の防止というところでそういう意味では、火を消しましょうとか、机の下に入

りましょうとか、そういうようなことはあるのですけれども、持っていけばよいものみたいなところ

の指摘はありません。 
  各者それぞれ詳しいところがまた別にいろいろありますが、その中で、私としては学研がよろしい

のではないかと思っております。なぜならば、例えば大日本図書ですと、127ページに詳しいことの

例として話をいたしますと、資料50、細菌とウイルスの違いというようなことが書いてありまして、

なかなか高校でも難しいような内容ではないかと思います。それに対して学研の66、67ページをごら

んいただくと、骨折、脱きゅう、捻挫というふうにちょうど中学生ぐらいの世代が、本当はあっては

いけないのでしょうけれども、ありがちなけががどういうふうになっているのかということがとても

わかりやすく身近です。そういうことを含めて考えますと、この４者の中では学研が一番、中学校の

生徒にふさわしい内容なのではないかと思いますので、学研がよろしいのではないかと推薦したいと

思います。 
○髙木委員長 僕がこの保健体育のときは、いつも重点的に見るところが決まっています。生活習慣病

から「喫煙と健康」、「飲酒と健康」、それから「薬物乱用と健康」という健康のところに関心があ

ります。特に「喫煙と健康」です。要するにあの年代だと興味本位でいろいろなことに関心を持つわ

けです。「喫煙と健康」を見ますと、学研が一番オーソドックスです。84、85ページです。ここでは

一番問題になるのは資料４、非喫煙者と喫煙者のがんの死亡率ということです。それから喫煙期間、

こういうふうになっている。そういうようなことで、最近、副流煙がうるさいので、副流煙までつい

ているというので、かなり詳しく載っています。それに比べて、比較するとおもしろいんですけれど

も、例えば東京書籍の90、91ページです。これについても91ページに、そういうのががんの死亡比率

ですね、非喫煙者と喫煙者、それはあります。違いがどこかというと、副流煙がないんですよね。そ

のかわり、いつから吸うとどうなるかというのが資料７という格好で、年代別の表があるところが、

この東京書籍のなかなかいい点だと思います。 
  それから次は大日本図書だと、118、119ページ、これを見ると国際比較が載っているというのがい

いんですが、最もメインになる喫煙者と非喫煙者を比べた場合の部位別がん発生率、それがないです

ね。だからこれはちょっと弱いと思いますね。それから、大修館書店、これの128、129ページです。



これも開始年齢別は載っているんですが、肝心の部位別のがないですね。これは飲酒のほうが、130、
131ページの飲酒のほうに回されました。 

  そういうふうに考えると学研か、あるいは東京書籍がいいだろうという形になります。喫煙期間を

年代で代用させれば、この学研がいいだろうというふうに思います。 
○横井委員 私も今、皆さんがおっしゃったようなことを含めて考えておりまして、学研でいいかなと

思います。小学校もたしか学研でした。全体、内容的にバランスがとれていましていいと思います。 
○教育長 私も学研が全体的に良いと思います。とりわけ71ページからの健康な生活と内容が、中学生

の子供にも非常にわかりやすい貴重なデータだとか、イラストを工夫しながら、非常にわかりやすい

内容で非常に良いと思いました。ですから、そういうことから学研がよろしいと思います。 
○雁部委員 同じく私も学研がいいと思います。自然災害を踏まえた上でかなり詳しく書いてあるのと、

やはり委員長がおっしゃったように、飲酒、喫煙についても書いてあります。また先ほど鈴木委員が

言った実務的な骨折の固定の仕方とか載っていてよいのではないかと思います。一つだけ気になった

のは、運動とスポーツという他者が扱っている中で、スポーツという言葉だけでまとめているという

のは、余り意味がわからなかったのですが、言葉としてどこが違うのか、少し説明があればよいと思

いましたが、バランス的に見て学研がよいのではないかと思います。 
○髙木委員長 ほかに何かつけ加えたい方はいらっしゃいますでしょうか。 
  それでは保健体育について採択したいと思います。 
 それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、保健体育について採択をしたいと思います。保健体育は「株式会社学研教育みらい」を採択

することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「株式会社学研教育みらい」を採択することに決定いたします。それでは、

引き続きまして、技術・家庭のうち技術分野について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願い

します。 
   
○指導室長 技術・家庭の目標は「生活に必要な基礎的な知識と技能の習得を通して、生活と技術との

かかわりについて理解を深め、進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる」となっ

ております。次に技術分野の目標は、「実践的・体験的な学習活動を通して、ものづくりやエネル

ギー利用及びコンピュータ活用等に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに、技術が果たす

役割について理解を深め、それらを適切に活用する能力と態度を育てる。」となっております。学

習指導要領では、現代社会で活用されている多様な技術を４つの内容に整理し、すべての生徒に履

修させることになっております。４つの内容は「Ａ 材料と加工に関する技術、Ｂ エネルギー変

換に関する技術、Ｃ 生物育成に関する技術、Ｄ 情報に関する技術」でございます。また、思考

力・判断力・表現力育成のため、「言語活動の充実」の観点から、レポートの作成や論述、設計図

やフローチャートを用いて考えたり、考えを伝え合う活動を充実させたりすることが、指導要領で

求められている点でございます。技術分野で現在使用してる教科書は、東京書籍株式会社でござい

ます。全３者からの採択をお願いします。 
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  それでは、委員の皆さん、ご意見よろしくお願いします。 



○雁部委員 まず東京書籍ですが、情報量も多くて、説明も詳しく載っていて、技術書としては申し分

ないと思います。学習のまとまりごとに学習の目標とチェックがあり、学習の取得に有効である。ま

た、ものづくりのための設計、制作の手順がイメージしやすくなっていまして、スカイツリーを初め、

活用されている技術及び技術者が写っている写真が多い。 
  開隆堂は見開き、目次、ガイダンスとも学習意欲をそそる工夫がしてあります。これからの情報社

会に対応すべく情報に関する技術のページがかなり多くとってあります。それから各ページ下にまめ

知識って書いてあるんですが、そこは割と読んでいておもしろいと思いました。 
  教育図書は、子供たちのものづくりの大切さを考えさせる表記が多くてよいと思います。写真が多

くて、視覚的に有効であると思います。栽培では各項目とも説明が詳しくわかりやすかったです。自

学自習の制作題材を多く取り上げているところが特徴だと思います。問題点としては東京書籍は、栽

培に関するところで暦がないので、この辺がちょっと難点かなと。開隆堂はエネルギーについての説

明で流れがよくわからない。文字量が多くて、やや煩雑である。作成の仕方の写真が小さいので見づ

らい。教育図書は情報モラルに関する掲載が少ない。写真等の建造物の場所の表記がなされていない

というところが欠点で、私は東京書籍を薦めたいと思います。 
  もう一つ、スカイツリーに関しては３者とも載っているんですが、東京書籍は15ページで、実際に

スカイツリーを建てているときの溶接している様子などが載っております。開隆堂はスカイツリーに

関しては、見開き２ページにイラストとして載っております。一番いいのは教育図書で83ページ、ス

カイツリーの材料と加工に関する技術というところで、実際はこういうふうになっているという地下

の部分を説明してあるというところがよいと思います。 
  全体的に考えて、東京書籍がよいのではないかと思います。 
○横井委員 今、ＩＣＴの時代で、子供たちがインターネットに接続していることを考えると、情報モ

ラル、あるいは自分の情報を保護するということが重要なので、そういう点では開隆堂が６ページに

わたって、そういう新しい情報モラル、知的財産権についての話が載っておりますのでいいのですが、

先ほど話があったように、やっぱり細かい制作や何かのところの説明がやや大雑把なところがある。

そういった点で、東京書籍は情報モラルについても４ページを費やしておりますし、中身についても

先ほど雁部委員がおっしゃったとおりなので、東京書籍でよいのではないかなと思います。 
○鈴木委員 私が中学時代、技術を習いませんでしたので、とても新鮮な思いで今回拝見いたしました。

私も東京書籍がいいと思うのは、学習のまとめがきちんとしていることと、東京書籍は基本的な理念

として、技術を生み出し、支えていくのは人だと考えています。東京書籍の例えば94ページであると

か、百五十何ページだったか、からくり人形であるとか、日本人が生み出してきたさまざまな知恵と

技術というものを紹介しているのがなかなかいいなと思います。それも世界に通用し、世界の例えば

超高層ビルに生かされていますというような表現をして、ちょっとほっとするようなそういうところ

が書いてあるので、東京書籍がいいのではないかと思います。 
○教育長 それぞれ工夫されているんですが、東京書籍版は一番図解等が見やすく、子供がわかりやす

く理解できる気がしますので、私も東京書籍出版を推したいと思います。 
○髙木委員長 私も東京書籍でいいと思います。もうお話がいろいろあったんですが、もちろん東京ス

カイツリーもそうですし、情報関係の通信ネットワークですね。そこではやっぱり活用もいいんだけ

れど、それに対するリスクですね。だから適切に利用するということが非常に重要なんだろうと思い

ます。 



  それから、学習のまとめというのが、もちろん各出版社載っています。載っているけれど、例えば

東京書籍、一番最初に出てくるのは92ページでしょうか。まとめ。この項目を見ると、よくできた、

大体よくできた、もう少し努力しようとか、自己評価をやるんですね。確かめてね。さらに、やって

みようというところへ発展させるという、一応段階的に追いかけるという、そういうやり方は大変い

いと思いまして、まとめ方の参考になるということで、東京書籍を私も推薦いたします。 
  ほかに何かご意見ございますでしょうか。 
 それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、技術家庭の技術分野について採択をしたいと思います。技術分野は「東京書籍株式会社」を

採択することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「東京書籍株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引き続

きまして、技術・家庭のうち家庭分野について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 
○指導室長 家庭分野の目標は「実践的・体験的な学習活動を通して、生活の自立に必要な衣食住に関

する基礎的な知識と技術を習得するとともに、家庭の機能について理解を深め、課題をもって生活を

よりよくしようとする能力と態度を育てる。」となっております。次に新しい学習指導要領による主

な変更点ですけれども、１つ目、家族・家庭に関する教育の充実。２つ目、食育の推進。３つ目、消

費者をはぐくむ視点の充実。４つ目、生活文化の継承と発展の視点の重視、等の点がそれぞれ新規に、

または色濃く取り扱われることとなっております。家庭分野の現在使用している教科書は、開隆堂出

版株式会社でございます。全３者からの採択をお願いします。  
○髙木委員長 ありがとうございました。 
  それでは、委員の皆さん、ご意見よろしくお願いいたします。 
○鈴木委員 まず三者三様で、指導室長のお話にもありましたように、それぞれ特徴をもって、色濃く

出しております。一つは教育図書、新規参入なんだと思うんですが、生活の中での食ということをと

てもとても重視していまして、非常にきれいです。とにかく写真とそれからつくり方のレシピがとて

も細かくて、このまま料理の参考資料としても売れるのではないかというくらいにきちんと書かれて

はいるのですが、その分、家族とか育児、幼児の発達という領域に関しては一番３者の中でページ数

が少なく、なおかつ幼児の、例えばおもちゃの手づくりしましょうといっても、それはどういうふう

に、例えば使って、どういうふうに遊んでというようなところまではいっていないというか、つなが

ってこないというところの特徴をもっています。 
  その点、開隆堂は、今度家族、家庭ということに関しては非常に力を入れておりまして、先ほどの

公民と絡むのですが、例えば開隆堂の25ページは、男女共同参画社会を目指してということで、キャ

リア官僚で育児休暇をとった方のインタビューが載っていたり、世界の子供たちは今というのが64ペ
ージ、65ページぐらいに出ていたりというふうに、子供のこと、子育てのことにすごく力を入れてい

ます。反面これは、実は多分よし悪しでもあると思うのですが、おもちゃをつくろうということで、

44ページ、45ページぐらいを見ますと、実際にこういうのをつくりましょうみたいな形になってしま

って、例えば２歳ごろまでこういうおもちゃがいいですよと言われても、２歳ごろまでというのは非

常に個人差と月齢差が激しいときなので、例えばこのまま喜んでつくっていって、全然受けなかった

りとかするとかわいそうかなと。ちょっとこういう形での提示というのは、いい面と悪い面があるな

というふうに思いました。 



  最後の東京書籍なんですが、東京書籍は小学校家庭科からの引き継ぎということを、最初のほうに、

生活や学習を振り返ろうという形で、10ページから小学校家庭科の学習というふうに、学習したこと

を振り返った上で、次に12ページにどんな自分になりたいかということで、１年生の初めと３年生の

終わりに点数化して、入れている。自分でしている、していないというような、自立度チェックみた

いなものなんですけれども、そういうようなことが書いてあります。食に関しても、それから住居に

関しても割と３者の中で一番そういう意味でのバランスはとれているなというふうに思いました。墨

田区との兼ね合いで言うと、これは非常にめずらしいと思いましたが、133ページに地域での防災の

取り組みとして、東京都墨田区ではというふうに書いて、路地尊が写真つきで出ております。住まい

とか、それから子育てとか調理とか、とにかくさまざまな生活科学全体を見渡す家庭科なので、ある

意味でやっぱりバランスというのはとても大切なので、そういう意味では東京書籍が一番バランスが

とれているのではないかと思いましたので、東京書籍を推したいと思います。 
○髙木委員長 ほかの委員の方、いかがでしょうか。 
○横井委員 これは指導要領の問題かもしれないので、機会があったら、ぜひどこかに伝えていただき

たいんですけれども、今の子供をしつけるというので、親がしつけをしているつもりで虐待している

のがありますよね。今回この３冊を読み比べていて、はたと気がついたんだけれども、教育図書は40
ページ、それから開隆堂は36ページ、それから東京書籍は178ページに基本的生活習慣というのがあ

ります。幼児に基本的生活習慣をつけるということは非常に重要なことなんだけれども、それは物心

がつくといいますか、１歳過ぎて、自分でいろいろできるようになってからやることで、１歳前の子

供に基本的生活習慣なんかつけられないですよね。 
  東京書籍だけ、その前のページ、177ページに「１歳ごろまではほとんど大人に頼って生活してい

ますが」って書いてあるんですが、ほかにはそういう表記がないんですね。１歳まで歩くとか何とか

ということは書いてあるんだけど。だから１歳ぐらいまでは、そういうしつけができないんだという

ふうなことをきちんとしないと、16歳で女子は結婚できるわけですから、中学を卒業して、これだけ

の知識で子供を育てるとしたら、虐待は起こり得るなと思いました。東京書籍に基本的生活習慣の前

に、１歳ごろまでは大人に頼っているんだよということがあるだけでも、これはいい手がかりになる

なと思いました。 
○雁部委員 東京書籍は食育を最初に取り上げているというところが大変いいと思います。実習の例の

写真が多くて非常にシンプルにまとまっております。やはり先ほどお話がありました、幼稚園、小学

校、中学校の関連性がなかなかスムーズに取り上げられているかなと。開隆堂は、折り込みがあって、

写真も多くてインパクトはあるんですけれども、内容の構成について統一性がなくて、多少見づらい

かと。言語活動、発展的内容はいいと思います。 
  教育図書は、実生活、住生活のページが充実しておりますが、図や写真が小さいので、そこで見づ

らいかなということで、バランス的に考えると、東京書籍さんがよいと思いました。 
○教育長 私も東京書籍版が、見開きですけれども、ページ８から11ページ、小学校での学習と日々の

生活を関連づけて、今後の学習に見通しが持てるような、そういう工夫がされているので非常に良い

と思います。あと学習のまとめ編ですね。第２編、第３編も、まとまりごとに学習の目標と、振り返

って学習のまとめがあって、そういった意味で学習の修得に子供たちにとって有効であるように思っ

ておりますので、東京書籍が良いと思います。 
○髙木委員長 もう皆さん、ほとんどお話になられたので、私もつけ加えることはないんですが、やっ



ぱり性差に関する話。これは何だろう。家庭という狭い範囲じゃなくて、社会とのかかわりなので、

その辺がきっちり抑えられているかどうかというのは、非常に重要だと思うんですね。それを大きい

話になると、男女共同参画社会になるんだと思います。だからその辺の記述がどの程度、どういう形

でとられているかということが割と一つ重要なんだろうと思います。 
  ３者とも全部取り上げているんですね。それぞれ取り上げているので、これについては余り差がな

いのかなという気がします。むしろ先ほど鈴木委員のほうからお話がありました路地尊の話とか、あ

と家族の話ですね。そういうところで、東京書籍が優れているように感じました。だから東京書籍で

構わないというふうに思います。 
  それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、技術家庭の家庭分野について採択をしたいと思います。家庭分野は「東京書籍株式会社」を

採択することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「東京書籍株式会社」を採択することに決定いたします。それでは、引き続

きまして、外国語・英語について審議をいたします。指導室長、ご説明をお願いします。 

○指導室長 外国語の目標は「外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能

力の基礎を養うこと」となっております。新しい学習指導要領の主な変更点について申し上げます。

１つ目、４技能（「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」）を総合的に育成する指導を

充実させる。２つ目、授業時数が各学年１０５時間から１４０時間に増加する。３つ目、指導すべき

単語数が９００語程度から１２００語程度に増加している。４つ目、発音と綴りとを関連付けて指導

することが求められている。５つ目、小学校における外国語活動の内容や指導の実態等を十分に踏ま

えること、これらが求められています。英語の現在使用している教科書は東京書籍株式会社でござい

ます。全６者からの採択をお願いします。          
○髙木委員長 ありがとうございました。それでは、委員の皆さん、ご意見よろしくお願いいたします。 
○教育長 英語教科では、選定に当たって幾つかの観点があると思います。まず小中の円滑な接続とい

うことがあると思います。小学校における外国語活動の内容だとか、指導の実態等を十分踏まえるこ

とが必要となりますけれども、どの者も基本的には本編に入る前に振り返りのページが設けられてお

ります。そうした意味では小学校の接続に一定の配慮がされているというふうに思いますけれども、

この中で、まず東京書籍のウォームアップです。これについては英語のつづり、それからアルファベ

ットの書き方などの指導をしながら、小学校の外国語活動での内容を振り返り、補完することができ

るほうがよいかと思います。また、イラストの雰囲気が独自の教材である墨田イングリッシュのもの

と極めて似ている点も親しみが持てるかと思います。 
  三省堂は冒頭に同じようにゲットレディということで、項目を設けていまして、小学校の内容を振

り返って、生徒の足並みをそろえるような配慮がされておりますけれども、東京書籍と比べてやや振

り返りの部分が少ないのかなという印象を持ちます。 
  次の観点では、本区の開発的学力向上プロジェクトの結果を見ても、リスニングの問題に関して一

定の学習効果があらわれているんですけれども、その一方で単語の語彙力の不足、それから一番英語



をまとめて読み取ることができないなどの課題が挙げられています。そうしたことからまとまった英

文を読み取るということが大事かと思います。そうした観点から三省堂は、例えば３年の65ページに、

有名な公民権運動のキング牧師の「I have a dream」という有名な教材があります。これは非常にま

とまった英文を読み取らせるには良いと思うのですけれども、題材的には非常に重厚な内容というこ

とで、ここに入る前にそれの背景だとか、いろいろなガイダンスを子供たちにしないと、なかなかつ

いていけないのかなというふうに思います。一方、東京書籍本では３年の応用編には長文読解教材も

掲載していて、生徒にまとまった英文を読み取る力をつけさせるのには適しているのかと思います。

それから全学年のリスニングプラスでは、図だとかグラフの選択、英語での問いと答えなど、最近の

入試出題形式を取り入れた課題を提示しているかと思います。 
  参考までに各学校からの意見を紹介しますと、東京書籍は先ほど言ったことと同じです。小学校と

の接続が丁寧であって、内容も中学生にとって親しみやすく適切だということ。開隆堂については、

英文、基本文がわかりやすく、重要事項が明確であるけれども、体裁が独特、つまり大版になってい

ます。それから学校図書ですけれども、英文の量が少ないこと、また本文と基本文の区別がしづらい。

三省堂は扱っている題材がよいが、専門的な内容が多いので、生徒へのガイダンスなどを必要として

いる点が時間的には厳しいという意見です。それから教育出版については、基本文がわかりやすく、

重要事項が明確なのは良いけれども、日本語での説明が多い。光村出版については口語的会話表現が

多くて、３年生にはもっと社会的に重厚な内容があってもいい。 
  以上を総合的に見て、私は東京書籍か三省堂に絞られるかと思います。その上で２者の比較となり

ますけれども、東京書籍が聞く、話す、読む、書くの４機能を生徒の身近な題材を通じて、バランス

よく育成しようとしているのに対して、三省堂はやや重厚な題材を用いて、４機能を育成しようとし

ており、先ほども申し上げましたけれども、初めて教科としての英語を学習する生徒たちには難しい

印象を与えるのかと思います。小学校の外国語活動が活動中心の、いわば子供たちにとって楽しい時

間だっただけに、英語が難しいものという印象を与えると。杞憂の部分ではありますけれども、こう

したことから初めて教科としての英語を学習するには、生徒の興味関心を引き出す工夫がされていて、

発達段階に即して適切な教材や題材が取り上げられている東京書籍を、私としては推したいと思いま

す。 
○横井委員 最終的にはいろいろ述べられたことを考えれば東京書籍でいいと思います。ちょっと気に

なっているのは、学校図書なんです。学校図書は、先ほどの指摘にもあったように分量が少ない、時

間数がふえておりますから、その辺どう考えるか難しい。少ない量を着実に身につけるといいますか、

語彙がうんとふえているわけですから、教科書全部を覚えるぐらいのつもりで、丁寧にやるというこ

とも考えられるかなとも思いましたけれども、やっぱりそこそこに先生たちも指導したいでしょうか

ら、東京書籍かなというところです。 
○髙木委員長 これ、一応英語の教科書なんですよね。ヒアリングが出にくいですが、英語だからいろ

いろな文法面とか、書くこと、そういうことや何かが全部載っている。 
  問題は先ほど横山委員から言われたように、扱う題材が一つポイントになるんですね。要するに英

語を使って違うことをやる、と言うと怒られちゃうけど、あることに関心があるとそういう方向に題

材が配列されてしまう。その危険性が一番あるんですよね。同じ語学ですからね。そういう題材の選

定や何かを見ますと、開隆堂なんですが、開隆堂の目次を、３年生ですね、今言ったような議論は全

部３年生。そうすると、開隆堂にしても、マザーテレサの話は第９章だし、その前がクリーンエネル



ギーソースだし、それからあなたにとって最も重要な、というような感じで、こういうのが選ばれて

いるんですね。 
  先ほどの横山委員の話だと、題材が軽いということですけれども、マザーテレサなんて軽くないと

思うんだけど。そういうふうにいろいろな題材を見ると、東京書籍はバランスがとれているんですよ

ね、題材のとり方がね。三省堂は重いと言われていましたけど、例えば３年の４ページ、各レッスン

で学ぶことというのがあります。題材のところを見ると、確かにアメリカの公民権運動、日本の原爆

から始まって、ちょっと重そうなタイプがあるということがおわかりいただけると思います。だから、

三省堂は物すごく英語の配置とか、そういう面ではよくできた教科書です。題材がどうかなというの

が気にかかるのが、横山委員と同じです。ですから、私も東京書籍で構わないというふうに思います。 
  ほかの委員の方、いかがでしょうか。 
○鈴木委員 私もやはりその題材と同時に、文法をきちんとどうしたらわかりやすく伝えられるかとい

うところから見ていくと、やはり三省堂か東京書籍が残ったんですね。それはなぜかといいますと、

三省堂のほうは例えば110、111ページ、時制を、自分が立っているポジション、あるいは寝ていると

ころとかで、ここからここまでのことをあらわしている今とかというふうに非常にわかりやすい。日

本語と英語の違いというのがその次のページに出ていますけれども、前置詞につながるこういうよう

なことも、図解で見るとわかりやすいかなと思います。ただやはり英語の文章を読むと難しいなとい

うのが、正直な感想です。 
  東京書籍に関しましては、例えば３年生の70ページ、71ページぐらいに、ＳＶＣの５つの文構造が

列車の形で出ておりまして、割と文法の基本的なことがこういう図解でわかりやすく出ているところ

がすごくいいなと思ったのと、文章を読んで、短くはないけれど、難しくもないという意味では、や

はり東京書籍のほうが本区にはいいのかなと思いました。なので東京書籍がいいのではないかと思っ

ています。 
○雁部委員 今、小学校でも英語活動をやっていますけど、小学校の段階でやはりかなり好きな子、嫌

いな子っていうのが出てきてしまっているので、英語が苦手だという意識を植えつけてしまうと、も

うずっとできない状態になってしまう。まずは導入としてわかりやすいということが第一だと思いま

す。導入がわかりやすいのはやっぱり東京書籍と、開隆堂ですね。小学校英語の再確認をしていると

いう点はいいですね。 
  三省堂ですが、やはり質量とも申し分なくレベルが高いということを感じまして、墨田区の子供た

ちには少々難しくて不向きではないかと。小学校からの導入の配慮がなく、いきなり入る形になるの

で、難しく感じてしまうのではないかという懸念があります。 
  教育出版は、無理なく段階的なレベルアップを図っているんですが、内容的には悪くはないんです

けれども、東京書籍と比べるとちょっとわかりにくいかなというのがあります。 
  光村図書は、英語の音と文字を結びつける活動を設けていて、この辺は新しい取り組みかなと。そ

れから３年生になると共通の読解があるんですけど、内容はいま一つということで、バランスから見

るとやはり東京書籍ということです。 
○髙木委員長 皆さん気づいたと思うんですけど、三省堂で１年生の116ページ、117ページに、しおり

が入っています。これまずいというんで、外すという事前の提案です。だからここは割と敏感に反応

しますから、三省堂は。それなりに英語に力を入れていることは事実なんだろうと思います。だから、

この検定済みを見ると２月４日ですから、３月11日の前にこういうことをしたんだと、これはまずい



と思ったんでしょうね。 
  よろしいでしょうか。 
  それでは議決事項第１、議案第53号「平成24年度使用墨田区立中学校教科用図書の採択について」

のうち、外国語について採択をしたいと思います。外国語は「東京書籍株式会社」を採択することに

したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
          （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、「東京書籍株式会社」を採択することに決定いたします。 
  以上で、すべての教科等について、採択が終了しました。 
 
議決事項第２ 
  議案第54号「平成24年度墨田区立学校特別支援学級における学校教育法附則第９条図書の採択につ

いて」の案件を上程し、指導室長が説明する。 
○髙木委員長 何かご質問はございますでしょうか。 
  それでは、議決事項第２議案第54号「平成24年度墨田区立学校特別支援学級における学校教育法附

則第９条図書の採択について」は、原案どおり採択したいと思いますが、ご異議ございませんでしょ

うか。 
         （「異議なし」の声あり） 
○髙木委員長 それでは、原案どおり決定します。 
  以上で予定の議決事項は終了しました。これで教育委員会を閉会いたします。 
  


