令和４年度使用小中学校教科用図書の採択についての議事録
令和３年７月２１日（水）開催 定例教育委員会にて

教育長

議案第 1 号「令和 4 年度使用小中学校教科用図書の採択について」の
審議を行う。

主任指導主事

本議案は、令和 4 年度使用教科用図書の採択に関するものだが、
「選定を要しない小学校教科用図書の採択」
「選定を要しない中学校教科用図書の採択（除く 社会歴史的分野）
」
「新規選定を要する中学校教科用図書の採択（社会 歴史的分野）
」
の 3 点に分けて議事を進めるが、議事に入る前に、中学校教科用図書の
採択について説明を行う。
教科用図書の採択は、
「
『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関
する法律』第 13 条第 4 項、第 5 項及び第 14 条」の規定に基づいて、共
同採択地区である知多管内 5 市 5 町の教育委員会が協議により規約を定
めて「知多教科用図書採択地区協議会」を設置し、その協議の結果に基
づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとされて
いる。小中学校で使用する教科用図書は、政令で定める期間、毎年度、
種目ごとに同一の教科用図書を採択することになっている。政令で定め
る期間は、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行
令』第 15 条により、4 年と定められていることから、小中学校で使用す
る教科用図書は、4 年間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択
することになる。
今回採択する令和 4 年度使用の小学校と社会 歴史的分野を除く中学
校の教科用図書は、先の 4 年間に含まれるので、選定を要しない採択と
なる。一方、社会 歴史的分野においては、自由社の「新しい歴史教科
書」が、教科用図書検定規則に基づき、検定審査不合格の決定の通知に
係る年度の翌年度に行われた再申請により、令和 2 年度に文部科学大臣
の検定を経て新たに発行されることとなったことから、無償措置法施行
規則第 6 条第 3 号により採択替えを行うことも可能となった。従って、
社会歴史的分野の教科用図書は、現在採択している教科用図書以外の教
科用図書を採択することができるようになり、改めて選定が必要となっ
ている。

教育長

今の説明について、質問はないか。
それでは、「令和 4 年度使用小学校教科用図書の採択について」の審
議を行う。
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主任指導主事

先ほどの説明のとおり、この提案は義務教育諸学校の教科用図書の無
償措置に関する法律第 13 条第 4 項、第 5 項及び第 14 条の規定に基づい
て、小学校及び中学校で使用する教科用図書の採択を求めるものであ
る。令和 4 年度に使用する小学校教科用図書の採択については、本日配
布した資料のとおり、知多教科用図書採択地区協議会から依頼があっ
た。小学校教科用図書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償
措置に関する法律施行令第 15 条に則って、令和 3 年度と同一の教科用
図書を採択することとなっている。知多教科用図書採択地区協議会にお
いても同様に承認するよう求めている。以上、採択原案どおり、承認を
お願いしたい。

教育長

説明は、知多地区が共同採択であり、5 市 5 町の教育長と、学識経験
者・保護者・校長・教頭・教員の代表が委員を務める 知多教科用図書採
択地区協議会で協議され、承認されたものであるが、この説明について、
質問や意見はないか。

榊原委員

令和 3 年度使用の教科書について、内容が大きく変わるものはあるの
か。また、学校現場から使いにくいという申し出はあったか教えてほし
い。

主任指導主事

採択に影響するような大きな変更はない。また、使いにくいという申
し出は聞いていない。

上杉委員

昨年度も採択地区協議会の求めに応じて同一の教科書を採択したよ
うに記憶している。今使用している教科書はいつから使用されているの
か。

主任指導主事

令和元年度に採択され、令和 2 年度から使用している。

久米委員

現在の教科書は 2 年目の使用となり、内容に大きな変更がなく、学校
現場からも使いにくいという申し出がないのであれば、継続して使用す
るのがよいと考える。

桂委員

来年度、仮に教科書を変えると、カリキュラムを変更する必要が出て
くるので、学校現場の先生のことを思うと負担が大きいのではないか。

教育長

他にはいかがか。
（委員からの意見、質問等なし）
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教育長

全教育委員

それでは、採決に入る。令和 4 年度使用小学校教科用図書の採択につ
いては、知多教科用図書採択地区協議会において承認されたとおりでよ
いか。
異議なし。

教育長

異議なしと認め、本案を承認することとする。
続いて、
「社会 歴史的分野を除く、令和 4 年度使用中学校教科用図書
の採択について」の審議を行う。

主任指導主事

社会 歴史的分野を除く中学校で使用する教科用図書については、先
に説明したとおり、令和 3 年度と同一の教科用図書を採択することとな
っており、知多教科用図書採択地区協議会においても、令和 3 年度と同
一の教科用図書を承認するよう求めていることから、採択原案どおり、
承認をお願いしたい。

教育長

今の説明について、質問や意見はないか。

榊原委員

令和 3 年度使用の教科書について、内容が大きく変わるものはあるの
か。また、学校現場から使いにくいという申し出はあったかどうか教え
てほしい。

主任指導主事

採択に影響するような大きな変更はなく、使いにくいという申し出は
聞いていない。

久米委員

昨年度の採択で慎重に協議され、適切に採択されたため、現在の教科
書が使いにくいという学校現場からの申し出がなかったのだと思う。内
容に大きな変更がないのであれば、継続して使用するのがよいと考え
る。

桂委員

小学校同様、来年度、仮に教科書を変えると、カリキュラムを変更す
る必要が出てくる。学校現場の先生のことを思うと負担が大きいのでは
ないか。

上杉委員

今年度 1 年限りで教科書を変更するのは、マイナス面の方が大きいよ
うに思うので、令和 4 年度も引き続き同一の教科書を使用する方がよい
と思う。

教育長

他にはいかがか。
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（委員からの意見、質問等なし）
教育長

全教育委員

それでは、採決に入る。社会 歴史的分野を除く令和 4 年度使用中学
校教科用図書の採択については、知多教科用図書採択地区協議会におい
て承認されたとおりでよいか。
異議なし。

教育長

異議なしと認め、本案を承認することとする。
続いて、「令和 4 年度使用中学校 社会 歴史的分野の教科用図書の採
択について」の審議を行う。

主任指導主事

令和 4 年度使用中学校 社会 歴史的分野の教科用図書の採択につい
て、別紙のとおり知多教科用図書採択地区協議会から依頼があった。
社会歴史的分野の中学校教科用図書については、再申請を経て新たに
発行されることに伴う教科用図書の選定となり、社会歴史的分野の教科
用図書の選定理由が知多教科用図書採択地区協議会より届いているの
で報告する。
社会 歴史的分野の教科用図書は、8 社から発行されているが、選定さ
れたのは、「日本文教出版」である。
本文の脚注欄に「連携コーナー」を設け、地理的分野・公民的分野と
関連付けられるように配慮されている。また、
「歴史を堀り下げる」の特
設ページを設け、今日的な課題の歴史的な背景や出来事を取り上げ、興
味・関心を高める工夫がされている点などが選定理由である。
知多教科用図書採択地区協議会では研究と採択が進められ、7 月 12 日
に採択地区協議会として、以上のように選定し、採択原案が決定された。
教科用図書については、知多採択地区での共同採択となることから、
この趣旨を踏まえて審議をお願いしたい。

教育長

それでは、これまでの説明について、意見はないか。

榊原委員

令和 3 年度使用の教科書について、内容が大きく変わるものはある
のか。また、学校現場から使いにくいという申し出はあったか教えて
ほしい。

主任指導主事

採択に影響するような大きな変更はなく、使いにくいという申し出
は聞いていない。
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久米委員

昨年度の採択で慎重に協議され、適切に採択されたため、現在の教
科書が使いにくいという学校現場からの申し出がなかったのだと思い
う。また、すべてが検定を通っていることからどれも遜色ないので、
継続して使用するのがよいと考える。

桂委員

脚注に「連携コーナー」を設け、地理的分野・公民的分野の学習に
関わる事項を確認することができるよう工夫されていてよいと思う。

上杉委員

仮に、歴史的分野と地理的分野・公民的分野の教科書が異なるものに
なるとすると、それぞれの関連がわかりづらくなるのではないか。子
どもにとって混乱なく、わかりやすく、学びが深まるようにするため
にも、同じ出版社の教科書がよいと思う。

教育長

他にはいかがか。
（委員からの意見、質問等なし）

教育長

全教育委員

それでは、採決に入る。令和 4 年度使用中学校 社会 歴史的分野の教
科用図書の採択について、知多教科用図書採択地区協議会において承認
されたとおりでよいか。
異議なし。

教育長

異議なしと認め、本案を承認することとする。
知多教科用図書採択地区協議会の答申を承認し、教科用図書を採択し
たことを、報告させていただく。

主任指導主事

議事録の公開期日についてであるが、議事録作成後、8 月 31 日までは
非公開となるので、本日の議事内容について取扱いには注意いただきた
い。
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