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千馬委員長） 

 ただいまから、第８回教育委員会臨時会を開会いたします。本日の署名は、渡邉委員と

菅谷委員にお願いいたします。なお、本日、傍聴者の申し込みはありません。 

 それでは、案件の順番に従い、進行いたします。 

（１）第３６号議案 豊島区立学校教科用図書（一般図書）の採択について 

千馬委員長） 

 平成２６年度豊島区立小・中学校使用一般図書の審議を行います。 

 それでは、本日配付の資料の確認を事務局にお願いいたします。 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 次に、教育総務部長より、一般図書採択に関わる選定委員会の経緯について報告してい

ただきます。 

＜教育総務部長 資料説明＞ 

千馬委員長）  

それでは、ただいまから一般図書の審議に入ります。 

 一般図書の審議の方法について、教育指導課長から説明していただきます。 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 昨年度採択されたものにつきましては、今年度も採択するという方針です。本日は、新

たに出された図書について審議を進めてまいりたいと存じますが、委員の先生方、よろし

いですか。 

（委員全員了承） 

千馬委員長） 

 一般図書について、子どもたちが使用するのにふさわしいかどうか判断していきます。

１冊ずつ、採択か不採択を判断していきたいと思います。なお、意思決定の方法につきま

しては、豊島区教育委員会会議規則第２５条に、採決の方法は、挙手、記名及び無記名投

票の３種類があり、委員長が定めると規定されております。今回の一般図書採択につきま

しては、挙手により行いたいと思いますが、よろしいですか。 

（委員全員了承） 

千馬委員長） 

 異議なしということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、一般図書選定資料についてご説明願います。 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ご説明いただいた１０点の一般図書について、１０分程度時間をとり、委員の皆様にも
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中身を確認していただいて、後ほどご質問やご意見をお伺いします。 

（委員 選定図書閲覧） 

千馬委員長） 

委員の先生方、大体お目通しは大丈夫でしょうか。 

それでは、そろそろ審議に入らせていただきます。 

三田教育長） 

 先に、少し質問したいのですがよろしいですか。 

千馬委員長） 

 どうぞ。 

三田教育長） 

今回の候補には図鑑が多いです。これまでも１０７条本では、このような図書を採択し

ておりますが、まだ必要だという議論があったのでしょうか。特に小学校の理科ですが、

実験の内容が全てわかってしまうと教育の意味がないと思います。 

教育指導課長） 

 選定委員会で、図鑑を増やしてほしいという要望があったという報告は受けておりませ

ん。特別支援学級の子どもたちの学びの特徴として、抽象論ではなく、具体論を示す必要

があります。実体験的な学習を積み重ねることによって、子どもたちの自尊心を高めてい

きたいという狙いもあり、視覚的にもよくわかる図鑑は比較的多く選ばれる傾向にあると

思います。 

小林委員） 

 教育長の質問に関連して、豊島区立学校教科用図書採択事務要綱の第７条の３号に「上

学年で使用することとなっている教科用図書との関連性を考慮するとともに、採択する図

書の間の系統性にも配慮すること」とあります。教科用図書との関連性については、どの

ようにお考えですか。 

教育指導課長） 

 例えば、通常の学級における理科では、自然に親しむこと、そして見通しを持って観察、

実験などを行う、問題解決の能力を育てること、実感を伴った理解を図って科学的な見方

や考え方を養うということが大きな目標になっています。通常級の教科書の場合、この目

標に沿って作られているわけですが、このような図鑑は 初から 後までこれだけを活用

するのではなく、教科書の狙いを達成するための補助として使っていきます。 

千馬委員長） 

 教育長と小林委員からは、第７条にかかわる全体的な傾向についてのご質問をいただい

たのですが、他の委員の皆様、よろしいですか。 

教育指導課長） 

 もう１点補足です。この小学校の理科の図書は、東京都の特別支援教育の教科書調査研

究資料の中でも報告されているものです。内容としては、水、色、空気、音などの身近な
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ものをテーマに取り上げて、目で見てわかる実験や工作的な内容を数多く紹介していると

いうことで、レベルとしてはＣ段階のものです。Ｃ段階というのは、簡単な読み書きが可

能ですが、学年相応の検定済み教科書や文科省の著作教科書では学習が困難な段階にある

者に対する図書と位置づけられています。東京都の教育委員会でもこのような位置づけと

して報告されていることを補足させていただきました。 

千馬委員長） 

 この図鑑的な理科の図書については、教科書では学習が困難だという前提の資料だとい

うことですね。この図書が全てではないということを踏まえた上で、各図書の採択を進め

ていきたいと思います。よろしいですか。 

（委員全員了承） 

千馬委員長） 

それでは、各図書の採択を進めていきます。 

まず、小学校の理科、フレーベル館の「ふしぎをためすかがく図鑑 かがくあそび」と

いう本について、ご質問はありますか。 

三田教育長） 

 この図書は、１９９５年が初版本で、初版から２８年ほど経っています。理科を代表す

る実験がとても詳しく掲載されていて良いなと思いますが、現在、理科で実施されるべき

実験は網羅されているのでしょうか。 

教育指導課長） 

 水、色、空気、音、鏡、レンズ、静電気、電気、磁石等の身近なものを取り上げており

ますが、今日の理科で扱う物質とエネルギー、生命、地球等々を全て完全に網羅している

かというと、時代の変化とともにちょっと古くなっているなという印象です。 

三田教育長） 

 ２８年前ということは、１、２年生の理科が生活科になった以前のものです。例えば、

この中で扱っているものが理科なのか、生活科なのかということになります。理科であれ

ば、科学的な見方や考え方を養うことが狙いになってきますが、生活科は、不思議や興味

関心を生かした気づきを持つことが大事な要素となっています。このことは選定委員会で

も議論されていましたか。 

教育指導課長） 

 そのようなことは、特に議論はなされていませんでした。 

三田教育長） 

 わかりました。 

小林委員） 

 では、この図書は理科と生活科、どちらで活用すべきものなのでしょうか。 

教育指導課長） 

 この図書は理科で活用すべく選定されたものです。 
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小林委員） 

 わかりました。 

それから、水、色、空気という身近な題材は重要だと思いますが、子どもたちが様々な

関心を持って新しい題材を求めることができるように、新しい分野のものも必要ではない

のでしょうか。 

教育指導課長） 

 委員ご指摘のとおり、この数十年の科学技術の進歩は大変目まぐるしいものです。子ど

もたちに、この内容は古いという印象を持たれるという危惧はあると思います。 

渡邉委員） 

 実際本屋でも新しい図鑑をあまり見かけないのですが、新しい分野まで全て網羅した新

しいものがないので、これを選定したのでしょうか。 

教育指導課長） 

 調査部会でも、 新のものや今日的な話題の載っているものがあれば、そちらを選ぶと

思います。そういったものを包含した図書であり、適切な図書がなかったということが推

察されます。 

千馬委員長） 

 現状の中では、 善の選択をされたということでしょうか。 

教育指導課長） 

 そのように思います。 

千馬委員長） 

わかりました。 

菅谷委員、いかがでしょうか。 

菅谷委員） 

教科書にしてはとても重いと感じるのですが、これを一人ひとりに配布するのでしょう

か。 

教育指導課長） 

 はい。１冊ずつ配布されます。たしかにとても重いので、これを何冊も持って毎日登下

校するというのは難しいと思います。学校に置いていくことを許可するなどして工夫して

いると思います。 

小林委員） 

 特別支援学級で使用するということですが、中学校との接合のことを考えて適切なのか

が疑問です。次のステップに行くときに、これが十分に活用できる内容なのでしょうか。 

教育指導課長） 

 こちらは３年生から６年生ということで、この４年間のうちの１年間で活用されます。

小学校から中学校に上がるときに、就学相談等での情報を先生同士で引き継ぎ、こういっ

た図書を活用しているということを踏まえて、中学校で指導しております。 
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三田教育長） 

 図書の内容というよりは、使い方が重要だと思います。選定委員会の段階で、単元と子

どもの実態を踏まえて、このような使い方ができる図書が必要だと考えているというよう

に、必要性を強調して資料化していただきたいと思います。運用の方法を慎重に検討し、

単元との関連性を持って活用していただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 それでは、この図書についての審議を終了して、採決に入ります。「ふしぎをためすか

がく図鑑 かがくあそび」を採択すべきと思われる方は挙手をお願いいたします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

 全員一致で採択されたということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 続いて、小学校の音楽、成美堂出版の「はじめてのピアノえほん ドレミのうた」につ

いて審議します。この図書について何かご質問はありますか。 

小林委員） 

 カラーシールがついていますが、鍵盤のドレミファ、つまりハ長調を基本に教えるので

はなく、ト長調になるとドが変わるという教え方をしています。私は、子どもたちが混乱

してしまう気がするので、ドはドで固定して教える方がいいのではないかと思います。も

ちろん、私は音楽を指導したことがないので疑問なのですが、特別支援学級にはこういっ

た教え方のほうが良いと考えられているのでしょうか。 

教育指導課長） 

 このシールを使用するだけで、子どもたちが載っている全ての楽器が弾けるかというと、

必ずしもそういうことではありません。ですが、難易度が３段階に分かれておりますので、

優しい難易度のものについては、体験的に鍵盤を使って学習をすることも想定されている

一般図書です。 

三田教育長） 

現場で音楽指導もしてきましたが、譜面や鍵盤にドレミファを書く指導はしていません。

音楽教育の入門期においてそれをしてしまうと、その表示がないとできなくなってしまい

ます。印をつけても 初だけで、その方法が固定化してはいけないと思います。ですから、

この本も子どもと学年の状況に応じた使い方をしていかなくてはいけないと思います。 

渡邉委員） 

 学校の行事等で鍵盤ハーモニカを演奏する子どもたちを見ますが、教科書に載っている

曲があって、教科書にも鍵盤ハーモニカの吹き方等が書いてあると思います。この一般図

書を採択するのは、教科書の曲はレベルが高いとか、そういった理由があれば教えていた

だきたいです。 
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教育指導課長） 

 この図書については、シールがあるから選んだということではないと伺っております。

現在、全ての特別支援学級で、通常学級で使っている教科書を使っていますし、指導の延

長や補助としてこの図書を活用するために選定されたのだと思います。 

千馬委員長） 

 つまり、教科書があくまでも基本であって、この一般図書を使うことで、より理解でき

たり演奏できたりする児童がいると考えて選定したということですね。 

教育指導課長） 

 その通りです。 

千馬委員長） 

 それでは、審議を締め、「はじめてのピアノえほん ドレミのうた」について、採択を

させていただきます。採択をすべきと思われる方は、挙手をお願いいたします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

 では、賛成多数で採択させていただきます。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 続きまして、小学校の図画工作について審議を行います。国土社の「たのしい図画工作

１６ ちぎり絵・きり絵・はり絵」について、何かありますか。 

渡邉委員） 

 調査研究内容では、見本と手順を写真で示すことで学習に役立つという記述があります

が、手順がわかるような写真はないと思います。紙をちぎる瞬間やはさみで切る瞬間がな

くて、結果としてこういう作品ができるという表示のみですので、これは一般の教科書に

も載っているのではないかと感じました。 

小林委員） 

 私は逆に、完成品のようなものを作るにはどのように作ったらよいかを考えることがで

きて良いと思いました。こうなるためにはどうしたらよいかを問いかけて、切ったり張っ

たりを個々の児童が楽しめて良いと思います。 

千馬委員長） 

 紙というところに焦点を充てた本だと思いますが、この図書も教科書の補助として使う

のですか。 

教育指導課長） 

 委員ご指摘のとおり、図画工作も５校中４校が教科書を使用しています。特別支援学校

の図画工作の目標の中にも、造形表現についての興味関心を持つということ、それから表

現の喜びを味わわせるということが挙げられています。自分の得意なことを生かして、の

りやはさみや葉っぱやクレヨン等を活用して、造形させることはとても重要だと考えてお
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ります。 

千馬委員長） 

 それでは、採択に移らせていただきます。「たのしい図画工作１６ ちぎり絵・きり

絵・はり絵」について、採択すべきと思われる方は、挙手をお願いいたします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

 賛成多数で採択といたします。よろしくお願いいたします。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 続きまして、小学校の生活について審議を行います。金の星社の「げんきをつくる食育

えほん たべるのだいすき！みんなげんき」について、ご質問はありますか。 

 私から１点質問があるのですが、食育は通常どのような教科書や資料を使用しているの

ですか。 

教育指導課長） 

 特別支援学級の生活科では、日常生活の基本的な習慣を身につけること、集団生活への

参加、身近な社会や自然とのかかわり、自立的な生活をするための基礎的能力と態度を養

うことが教科の目標になっています。これまでも生活のマナーや食べ物や暦等に関するも

のが一般図書として採択されています。 

小林委員） 

 赤、緑、黄色、白の４つの色分けは珍しいなと思いますが、理由があるのでしょうか。 

教育センター所長） 

 一般的に食べ物の栄養は、赤、黄、緑の３色で分かれているのが一般的です。赤が体を

つくるもの、黄色がエネルギーとなるもの、緑は体の調子を整えるということで学ぶのが

一般的ですが、白を加えて解りやすくなっていると思います。 

三田教育長） 

漫画のように、イラストを効果的に使って親しみやすくなっています。食事のバランス

や何か作ってみようかなという興味を持たせるような工夫がされていて、言葉も単純です

し、入門としては良いと思います。どの教科も同じ指摘になってしまいますが、これをど

のように活用するかがポイントだと思います。 

ですが、一般図書として「くもんのせいかつ図鑑 たべものカード」や「くもんのせい

かつ図鑑 くだものやさいカード」等、類似した教材がたくさんあるように思います。今

回推薦された本は、ここにはない内容を掲載しているから選定されたのでしょうか。この

調査研究内容の説明文のところをもっとわかりやすくしていただきたいと思います。これ

では、何故この図書を選んだのかを十分に議論したのかが伝わりません。よろしくお願い

します。 

千馬委員長） 
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 調査研究内容の表記について指摘がありました。対応していただきたいと思います。 

 では、この図書について、他にご意見等がなければ、採択に進みたいと思います。「げ

んきをつくる食育えほん たべるのだいすき！みんなげんき」を採択すべきと思われる方

は、挙手をお願いいたします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

 全員賛成で採択いたします。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 以上、小学校の一般図書について採択をさせていただきました。 

 続きまして、中学校の一般図書の調査資料に入らせていただきます。中学校の音楽、Ｎ

ＨＫ出版の「みんなのうた愛唱歌集１９８６～２００８ ピアノ伴奏譜つき」と「みんな

のうた愛唱歌集１９６１～１９８５ ピアノ伴奏譜つき」について、質問等ありますか。

シリーズですので、まとめて審議します。 

小林委員） 

 聞きなれた曲も多く、そういった意味では異論はありませんが、挿絵を見ながらイメー

ジを膨らませて歌うことができるという意見については、少し疑問を抱きます。譜面がほ

とんどだと思いますが、これにも何か教育的な意味があるのでしょうか。 

教育指導課長） 

 基本的には、子どもたちの興味関心を大切にした指導が中学校でも行われております。

様々な音色に関心を持ったり、音楽を聞いて感じたことを動作で表現したり、歌詞やリズ

ムなどに気をつけて歌う等の活動をしています。挿絵のイメージについては、確かに先生

ご指摘のとおりで、この程度の挿絵で子どもたちの興味がどれだけかき立てられるのかと

いうのは疑問ですが、歌詞を見ながら様々な動機づけをさせて、興味関心を高めながら子

どもたちに歌の楽しさを味わわせていくというように活用できると思います。 

小林委員） 

 ピアノ伴奏は先生がするのですか。 

教育指導課長） 

 中学校では、音楽の教員がピアノ伴奏をします。 

小林委員） 

 ピアノ伴奏のところにも歌詞がついているのですが、主旋律が楽譜になっていません。

どのような教育方法をするのだろうか、主旋律があったほうが歌いやすいのではないかと

いう疑問があります。 

教育指導課長） 

 伴奏の部分の歌詞は見にくいので、黒板等に拡大した歌詞を張り、歌ったりする授業が

多いと思います。 
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小林委員） 

ピアノの譜面がついているということで、値段も少し高くなっていると思います。ピア

ノを弾く子どもにとっては、ピアノの譜面がついていると嬉しいと思いますが、ピアノを

しない子どもやリコーダーで演奏するのであれば、主旋律が載っているだけで十分だと思

います。ですので、少しコストパフォーマンスが悪いのかなという印象です。 

教育指導課長） 

 音楽の一般図書につきましては、絶版になっているものがとても多いという現状です。

現場の先生から、特別支援学級の子どもたちにいろんな歌を味わわせたり、和楽器も取り

入れたり、あるいは共通教材ということで、各学年で音楽に慣れ親しませようということ

で一般図書の候補がたくさんあったほうが良いという要望もあり、この図書を選定したと

いう経緯があります。 

小林委員） 

 水星社から出ている「ＮＨＫみんなのうた」が絶版になっていて、それに代替するもの

が必要だということですね。 

教育指導課長） 

 その通りです。 

小林委員） 

 調査のところにもそのような理由を書いた方が良いと思います。 

千馬委員長） 

 この楽譜は、教科書に載っていないものを子どもたちに味わわせるために活用できると

いうことですよね。 

教育指導課長） 

 そういった活用もなされています。 

渡邉委員） 

 ここに掲載されている曲の中にも、教科書に載っているものがあると思いますが、その

辺りも確認しているのですか。 

教育指導課長） 

 全ての曲目を教科書と照らし合わせていないため、詳しくお答えできませんが、例えば、

「赤とんぼ」や「荒城の月」や「夏の思い出」等は教科書にも載っています。 

渡邉委員） 

 この図書は、１冊２，０００円と高額だと思います。掲載されているものを全て網羅す

ることも難しいと思いますし、ピックアップして子どもたちに指導するのだと思います。

近の曲も結構入っていますが、こういう曲をやったら子どもたちにはこういう効果があ

るのではないかというところまで調査していかないと、この図書を選ぶ意味があるのか疑

問に感じます。 

教育指導課長） 
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 「ぼくはくま」や「手紙～拝啓 十五の君へ～」が例示されていますが、こういった曲

は、子どもたちにとって非常に親しみやすい曲だと考えられています。また、音楽の教科

書の中には、鑑賞の学習も含まれていますので、こちらの図書のほうが曲数も圧倒的に多

く、親しみやすい曲が多いということが言えると思います。 

教育センター所長） 

 中学校は合唱コンクールを各学校で開催していますので、そういった場面でも活用でき

ると思います。例えばこの「手紙～拝啓 十五の君へ～」は、ＮＨＫの合唱コンクールの

課題曲でした。ＮＨＫの「みんなうた」の中に含まれている曲は、各学校の合唱コンクー

ルで歌われることが多いです。子どもたちは教科書には載っていない曲を好んで歌うこと

が多いので、この歌集の中に含まれるような曲を選ぶ傾向にあります。 

千馬委員長） 

 絶版となった図書があるということを踏まえ、選出された図書であります。それでは、

「みんなのうた愛唱歌集１９８６～２００８ ピアノ伴奏譜つき」について採択します。

採択すべきと思われる方、挙手をお願いします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

 全員賛成ということで、採択します。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 次に、「みんなのうた愛唱歌集１９６１～１９８５ ピアノ伴奏譜つき」について採択

します。採択すべきと思われる方、挙手をお願いいたします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

全員賛成ということで、採択します。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 続きまして、中学校の保健体育、フレーベル館の「ＮＡＴＵＲＡ９ ひとのからだ」に

ついて審議を行います。何かご質問はありますか。 

小林委員） 

 これをどのように活用するのでしょうか。 

教育指導課長） 

 保健体育は、３年間で４８時間の授業を行います。 初から 後まで網羅はできません

が、その保健体育の時間を中心に、この図書を活用します。 

小林委員） 

 具体的には、これを使って何かを調べたり、発表したりするのですか。 

教育指導課長） 
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 保健の単元の中で、例えば自分の健康についていろいろ考えたり、体について学んだり

したりするときに、調べ学習的な形で使うケースもあります。また、基礎的な知識を定着

させるときに、言葉だけでなく図で示されているので、教員が教える際にも活用できると

考えております。 

菅谷委員） 

これは、保健体育の教科書があって、その補足として活用しているのですか。 

この図書も図鑑として使うのかなと思いますが、非常に詳しく記載されています。実際

の中学の授業で、どの程度まで理解を図っていくのか、保健に対してどのくらいまで理解

をしてもらいたいという期待があるのか、また、この図書がその目標や期待に応えるよう

な内容となっているのでしょうか。 

教育指導課長） 

 説明が不十分で申し訳ありません。区内の全ての特別支援学級で、通常学級と同じ教科

書を使っています。その中で、補完的な学習が必要である、あるいは子どもたちの発達段

階を踏まえた上で、こちらを活用したいと考えています。 

千馬委員長） 

 ちなみに、福村出版の「わたしたちのからだ」というのが供給不能のため、新たにこち

らを選定したのでしょうか。 

教育指導課長） 

はい。供給不能になった図書があり、それを補完するという意味でも今回２冊の図書を

選定しました。 

小林委員） 

 菅谷委員の質問とも重なってしまうのですが、この図書が活用されてどのくらい役立つ

のか、まだよくわからないというのが正直な感想です。 

教育指導課長） 

 ３年間で４８時間の保健の授業、つまり１年間に大体１５時間程度の保健体育の授業が

あります。通常学級で用いている教科書が手元にあるのですが、こちらだと文字も多く、

一般図書と比べると図も少ないためイメージもしづらいです。特別支援学級の子どもたち

の学習特性を踏まえた上で、イラストが多く、図での解説が多いこの図書のほうが学習の

理解が進むのではないかと考え、選定したものです。 

 保健の学習内容は、年間を通じて、自分の健康に関することばかりではありません。自

分の健康を振り返る、あるいは健康について深く考える、調べるといった学習の折にこう

いった一般図書を活用するという状況です。 

千馬委員長） 

 この図書も効果的な活用ができればとても良いと思います。 

 それでは、中学校の保健体育の「ＮＡＴＵＲＡ９ ひとのからだ」について採択いたし

ます。採択すべきと思われる方、挙手をお願いいたします。 
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＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 

 全員賛成ということで、採択とします。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 次に、中学校の保健体育の「２０１３中学校体育実技 東京都版」について採択いたし

ます。まず、これについての審議に入りますが、何かご質問はありますか。 

渡邉委員） 

 この図書は、通常学級に配付されているものではないのですか。 

教育指導課長） 

 委員ご指摘のとおりで、こちらの図書は通常学級で副読本として活用されています。

初から 後まで全てに目を通すことはしませんが、体育の授業の折に、細かい動きを確認

し、スポーツにおける動きを詳しく知るために子どもたちが活用しています。 

渡邉委員） 

 副読本ということは、家庭が実費で購入しているという解釈でよろしいですか。 

教育指導課長） 

 はい。通常学級においては、各ご家庭の負担で購入していただくものという扱いです。 

小林委員） 

イラストも多いですが、細かい情報がたくさん入っていて、内容が複雑な印象です。先

程もご意見があったように、使い方との関連もあると思いますが、特別支援学級の子ども

たちが使うのにふさわしい図書なのでしょうか。 

また、選定委員会でのご意見には、記入欄があって、年間を通して自分の成長を振り返

ることができるとありますが、記入欄も少ないように思いました。 

教育指導課長） 

 特別支援学級の子どもたちに、スポーツをするときの動きをなるべくイラストで示した

いという先生方の狙いがあるのだと思います。また、学校で扱われるスポーツは、ルール

としてはなるべく簡便なもので、あまり複雑な動きを伴うようなスポーツではなく、子ど

もたちが気軽に親しめるようなものが取り扱われております。たしかに、この図書の中に

は複雑な動き等も含まれていますが、この中に入っているスポーツが全て取り上げられる

わけではありません。子どもたちの発達に応じたスポーツを取り上げて授業することが多

いと思います。 

菅谷委員） 

 この本が一般図書になると、対象者の生徒には配付されるのですか。 

教育指導課長） 

 通常学級においては、保健体育の教科書は配付されますが、今ご審議いただいている図

書は各ご家庭のお金で買っていただきます。ですが、特別支援学級では、一般図書として
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採用した場合には、各学校から対象の子どもたちに教科書として配付します。こちらは無

償です。扱いが通常学級と特別支援学級で変わってきます。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

特別支援学級の子どもたちが、この本を利用するような場面はあまり想像できません。

とても専門的で、部活動で活用するような内容ではないかと思います。 

教育指導課長） 

 現在、特別支援学級では、通常学級と同じ教科書を使っています。ですので、その補助

となる資料としてこちらの図書を活用できるのではないかと思います。全ての細かい動き

を学ばせることはせず、大まかな動きを教えるのに使います。実際に動く前に、どんな動

きをするかを子どもにイメージさせて、調べさせて学ばせるための資料になると考えてい

ます。 

三田教育長） 

特別支援学級の生徒の中には、運動が得意な子もいます。そういう子どもの得意を伸ば

す指導はとても重要です。運動が得意な子は、この図書を活用して、動きのポイントや運

動技能を身につけることができるのではないかと思います。運動が苦手な子どもでは、簡

単な動きを押さえるためには有効だと思います。 

問題は、通常学級では有料なのに特別支援学級では無償ということですが、子どもの実

態に応じたテキストとして有効であるということであれば、問題ないと思います。この有

効性の審査がきちんとできているのかということが重要になってくると思います。今まで

もこのような一般図書が使用されてきていますか。 

教育指導課長） 

 今回絶版になった２冊は体について学ぶもので、このような運動技能に特化した一般図

書はここ数年では初めて選定されました。学校のほうからは、先程、教育長からもあった

ように、運動の得意な子どもを伸ばすことができるような教材が必要だという意見があり

ました。非常に細かい体の使い方がわかるので、細かい内容ではありますが、一般図書と

して活用できるのではないかと思います。 

千馬委員長） 

 メリットがあると考えてよいのですね。 

教育指導課長） 

 学校からは、一般図書の幅を広げて、子どもたちのニーズに合わせたいというご意見が

あります。 

千馬委員長） 

 では、採択に移らせていただきます。保健体育の「２０１３中学校体育実技 東京都

版」について採択いたします。採択すべきと思われる方、挙手をお願いいたします。 

＜委員挙手、確認＞ 
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千馬委員長） 

 賛成多数で、採択ということでお願いします。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

 続きまして、中学校の英語「新・学研の英語ずかん４」と「新・学研の英語ずかん５」

について、審議を行いたいと思います。シリーズですので、審議はまとめて行います。何

かご意見はありますか。 

小林委員） 

 イラストがあって、親しみが持てるように工夫されているという選定委員会のご意見は

わかります。ですが、文法の基礎に結びつけることができるというのは違うかなと思いま

す。この図書はフレーズが中心で、教育的には、こんな場面ではこんなフレーズが使われ

るという教え方をすると思います。英語の指導は、フレーズや場面とあわせて、命令形や

疑問形といった文法を教える必要があると思います。 

教育指導課長） 

 特別支援学級における外国語の目標として、外国語に親しみ、簡単な表現を通して外国

語や外国への関心を育てることとされています。具体的な内容としては、身近な生活の中

で見聞きする英語に興味や関心を持つこと、簡単な英語を使って表現することです。通常

学級においては、実践的コミュニケーション能力の基礎を培うという目標ですので、特別

支援学級とは目標が違ってきます。通常学級では、コミュニケーションを図る上で、基本

的なフレーズをしっかり発話させるために、文法的な知識についてもしっかりと指導する

必要があります。特別支援学級においては、やはり慣れ親しむこと、興味関心を持つこと、

簡単な英語を使って表現することが大きな内容ですので、フレーズや場面が中心になり、

ＡＬＴとの会話を楽しむという学習が多いです。 

小林委員） 

 今の課長のお話はよくわかりました。ですが、位置づけが違うということですと、ここ

にある文法に関する記述には違和感があります。 

教育指導課長） 

 確かに、ここに文法という言葉が出てきており、文法の基礎を学ばせることが大きな狙

いであるかのように誤解を受ける表現になっておりますので修正していきたいと思います。

あくまでも主語、動詞、目的語、補語レベルの構文で、そこまで難しい文法を学習できる

ようなものではありませんが、簡単な文法という意図は含まれていると思います。 

千馬委員長） 

 委員の皆様がよろしければ、採択させていただきます。英語の「新・学研の英語ずかん

４」、「新・学研の英語ずかん５」について、賛成の方は挙手をお願いします。 

＜委員挙手、確認＞ 

千馬委員長） 
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 賛成多数ということで、採択といたします。 

（委員全員異議なし） 

千馬委員長） 

以上をもちまして、一般図書の審議及び採択を終わらせていただきます。 

今回、秋田県能代市への派遣教員の報告ということで、実際に先生が報告してくださる

ということで、案件の順番を変更させていただいて、報告事項第２号から進めていきたい

と思います。では、ここで少し休憩をとります。 

（休憩） 

千馬委員長） 

 時間になりましたので、第８回教育委員会臨時会を再開させていただきます。報告事項

第２号の資料の説明をお願いします。 

（２）報告事項第２号 秋田県能代市への派遣教員からの報告 

＜教育指導課長、朋有小学校主任教諭２名（以下Ａ、Ｂとする） 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 報告ありがとうございます。また、派遣ご苦労さまでした。 

 委員の先生方、今報告、発表していただいた内容について、感想も含めて、ご意見等あ

りますか。渡邉委員、いかがでしょうか。 

渡邉委員） 

派遣、お疲れ様でした。 

板書とノートが学校内でも統一されていて、市の中でも統一されているということです

が、マニュアル化されているのですか。 

朋有小学校主任教諭Ａ） 

これは能代市から実際にいただいたものなのですが、学び合いスキルアップ集といって、

自分たちが作った板書をまとめて、校内で情報交換して、研修を進めていって作成したも

のです。 

それから、私たちが参観した校内研究では、指導主事の先生が指導の講評をしており、

指導主事の先生が良い授業を全体に広げていくという役割を担っていました。また、研究

主任の集まりで、指導主事の先生からどのように進めるのか等のお話もあったと伺ってい

ます。市としての取り組みだなと感じました。 

渡邉委員） 

 能代市では長年取り組んだ成果が出ているということでしたが、それを実際に体験して、

どのように取り組んでいったら豊島区にも良い影響を与えるのかを考える必要があると思

います。現場と事務局のギャップもあるでしょうし、事務局と意思疎通を図り、成果に結

びつけていただきたいと思います。良いことも悪いことも相談していただいて、先に結び

つけられるような成果を出していただきたいと思います。 

千馬委員長） 
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 小林先生、いかがでしょうか。 

小林委員） 

 先程、能代市の教育から学ぶことがたくさんあったと言っていましたが、豊島区での良

い教育もあると思います。豊島区のこの取組みを能代市にプラスするとよくなるのではな

いかなと感じたものはありますか。豊島区での取組みを能代市のやり方とミックスすると

もっとよくなるかもしれないというものでもかまいません。 

朋有小学校主任教諭Ａ） 

 ご質問の答えにはなっていないかもしれませんが、能代市では教員の年齢の違いを感じ

ました。能代市では、４０代の教員が多く、初任者が３０代という環境です。様々なこと

を進める上で、経験のある先輩がたくさんいて、講師の経験を積みながら先生になった方

がほとんどですので、教員の循環ができているなと思いました。ですが、能代市の方も危

惧しているのが、これから２０年ぐらいすると豊島のように恐らく若い人ばかりになると

いうことです。まさに、今我々が直面している状況ですので、そこはお互いに考えていか

なければいけないと思いました。 

小林委員） 

ご報告を伺っていて、児童と先生とか、生徒と先生とか、あるいは地域と学校とのコミ

ュニケーションがとても重要だと思いました。コミュニケーションを促進していくことで、

教育効果を高めていくことにもなると思います。能代市の環境もあるかと思いますが、例

えば、教育専門監が先生を指導したり、若い先生が子どもたちを教えるときに少し年上の

先生が若い先生を指導したり、あるいは子どもたちの間でも、進んでいる子がちょっと遅

れている子にアドバイスしたり、様々な意味のコミュニケーションがあって、それが教育

環境を進めていくし、やる気を引き起こしていくのだと思います。能代市の良いコミュニ

ケーションを豊島区の教育の中でどのように進めていけるかを考えて、実践していただき

たいと思います。 

千馬委員長） 

 菅谷先生も何かありますか。 

菅谷委員） 

 派遣。ご苦労さまでした。どうもありがとうございました。 

 質問ですが、能代市の学校では、いじめ問題はどうでしたか。 

朋有小学校主任教諭Ａ） 

１週間という短い期間でしたので、そういう場面に遭遇することはありませんでしたが、

少し気になるなという子どもに対しては、教育支援員が１人ついて、生活も学習も支える

という取組みをしているようでした。サポートがしっかりしていて、いじめを抑止する効

果もあるように感じました。 

 あとは、挨拶や返事がよくできていました。私たちも 初の出会いの場を設定いただい

て、体育館に全校児童集まって校長先生がお話しされたのですが、校長先生の投げかけに
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全校児童が「はい」と答えていました。それは、授業でも同じで、担任が「こうですよ

ね」と問いかけると、子どもたちが「はい」と答え、出会った人に必ず挨拶をしていまし

た。そういった環境で生活することで、つながりが育まれていじめも少ないのではないか

と思いました。いじめを目にすることはありませんでしたし、とても清々しく、良い印象

を持ちました。これも１年生からの積み重ねだと感じました。 

朋有小学校主任教諭Ｂ） 

それに加えて、縦割りの班で掃除をしていたので、６年生が下級生を指導していました。

挨拶や返事も、高学年がしっかりできていて、高学年と低学年が一緒に活動する機会も多

いので、身についているのだと思いました。 

また、職員室の中での先生たちの会話は、教材研究や授業の話が中心で、子どもたちの

生活指導の話はほとんどでませんでした。ここも能代市と豊島区の違いだと感じました。 

三田教育長） 

時間もあまりないので二点、お話させていただきます。 

能代市で学んだことを咀嚼して、何が使えるかを見極めて、朋有小学校で積み上げてき

たものとの違い等を整理していただいて、２学期の授業を充実させていただいて、１１月

に行ったときにはどういう見方に変わっているのかということが重要です。深まっている

のか、視点が広がっているのかということです。次回は、研究発表ということで、能代市

で授業をすることになります。一定の時間しか生活していない子どもたちとどれだけ人間

関係が築けているかということが重要ですし、教員になる前に行った教育実習と同じよう

な環境ですが、そのときからの成長も感じることができると思います。とても貴重な経験

です。またこのような機会を設けて、先生方がどのように感じて成長できたのかを聞きた

いと思います。楽しみにしています。 

 それから、教育専門監が４つのポイントを指導されていたというお話がありました。こ

の４つのポイントは教員としてやっていなければいけないことだと思います。豊島区でも

授業づくり１０のポイントを示しています。初めて聞いたかもしれませんが、豊島区でも

指導しています。つまり、能代市でうまくいっていたから、良いなと思ったからというだ

けでは、豊島区でうまくいくとは限りません。家庭学習の取組みを教育委員会から投げか

けても、豊島区内でできている学校とできていない学校があるのが現状です。どうしてで

きるのか、どうしてできないのかを考察して、教育のあり方を考えていく必要があります。

豊島区にとって何が必要なのか、子どもにとって何が必要なのか、そういった積み上げが

洗練されて質の高い共通理解ができるのだと思います。 

千馬委員長） 

では、私からも一つお話させていただきます。先程、報告していただいた自学ノートが

大きな役割を果たしているかなと思いました。次回行かれたときは、その自学ノートが何

故子どもたちに定着し、効果があるのか、そして、それを豊島区でどういうふうに活かし

ていったらよいのか、どのように活かしたいかということを聞かせていただきたいと思い
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ました。能代市で学んだことを豊島区に反映していただけたらありがたいと思います。よ

ろしくお願いします。次回も頑張ってください。 

では、委員の皆様、この件はよろしいでしょうか。 

 （委員全員異議なし 報告事項了承） 

（３）報告事項第１号 平成２５年度豊島区基礎的・基本的な内容の定着に関する調査結

果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 基礎的・基本的な内容の定着に関する調査結果の続報です。委員の先生方、ご意見やご

質問はありますか。 

三田教育長） 

補足ですが、調査を継続してきて、ようやく経年で変化を見ていただけるようになりま

した。課題としては、やはり二極化と家庭教育だと言えると思います。今回、とても良い

結果がでたＡ校は、子どもの実態に正対して対策を丁寧に立てて、その結果、このような

伸び幅が表れたのだと思います。こういう学校を奨励していきたいと思っています。経年

で見ると、積み上げてきたデータの意味も方向性もしっかりと示されてきます。今回、下

降傾向にあることに気づけたことはよいことだと思います。能代市の報告のときも申し上

げましたが、どのように克服していくのかを考察していく必要があります。 

能代市の学び合いという取組みがよいということでしたが、昭和の時代に、東京都が先

生から一方的に教えることで学びは成立するのではなく、子どもの学んだことを相互に啓

発し合うことで深まったり広がったりするということを言っています。能代市は、ベテラ

ン層の教員が多いこともあって現在も継続されていると思いますが、若手が半数以上占め

る豊島区ではつながっていかないのです。もちろん、これは豊島区の実態であり、課題で

す。各学校が課題に気づき、事務局も問題意識を持って取り組んでいきたいと思います。 

小林委員） 

各学校での学習指導の改善・充実の（１）のところで、学校は教員に指導すると書いて

あります。学校とは管理者のことを指しているのですか。それとも学校の中の全ての教員、

教科担当者等も含めているのかという確認をしたいです。それから、（２）の学校は学年

や担任に指導すると書いてあります。この学校というのも何を指しているのでしょうか。

今後、どのように検討していくべきなのかをもう少し明確に示していただきたいと思いま

す。 

教育指導課長） 

 ここでの学校とは、基本的に管理職という意味ですが、学力の分析については各学校で

主幹教諭や研究主任を中心としたコアグループを必ず作っております。その分掌で位置づ

けられたグループも含まれます。書きぶりをわかりやすいように変更したいと思います。 

小林委員） 
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 （４）の各学校で分析し、充実の方法を学校として示すというところについても学校と

は何を指すかが不明確です。対象を示さないと責任も曖昧になってしまうと思います。責

任持ってやらなければいけない仕事であるということを、事務局として示していかなくて

はいけないと思います。 

教育指導課長） 

 （４）の分析については、名称は各学校でそれぞれですが、研究推進委員会や学力向上

委員会の委員会を中心に、分析をしていきたいと考えております。そのように訂正いたし

ます。 

千馬委員長） 

 では、ご指摘の件はよろしくお願いいたします。 

 とても詳しく分析していただいたと思います。では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（４）その他 

（午後５時４０分 閉会） 


