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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
1 国語 光村図書 まずCUDができていない。色のシュミレーターというアプリを使うと分かるが、巻頭の思考の地図から見ても同じ色に見える。また、ここで三色を使い、３つの思考について書

かれているが、このあと、教科書内ででてくる同じ色が対応している訳ではない。この地図は何の為についているのか疑問である。また、本文後に「学習の窓」があるがこれは
本文前にないと二度本文を読むことになるので生徒にとっては負担。実際、他３社は本文前にスキルを見に付けるモノを入れている。時代が変わっても、指導要領が変わっても
変わらないのがこの会社の特徴。
つまり、生徒目線ではなく、先生目線の教科書です。
教育委員会の先生方は新しい指導要領も熟知し、生徒目線で教科書を選ぶと思いますが、くれぐれもこの教科書は選ばない方が良いと思われます。時代遅れの教科書です。

2 国語 全学年 光村図書
東京書籍
教育出版

このような時期でも教科書の展示会があることを知って驚きました。
コロナや大雨で苦労されていると思います。ありがとうございます。このような中で少し気になったのは防災についてです。国語でもとりあげられていたのに更に驚きました。
一点、今使っている光村図書の新しい教科書には防災の資料が少なかったのは気になりました。
詳しいことはわかりませんが、そんな見方でも教科書を選んでもらえればと思います。

3 国語 3 東京書籍
教育出版
光村図書
三省堂

国語については、近年実用文の読解と表現が重視される傾向にありますが、私自身の国語教師としての経験からも、言語の獲得、それを用いての表現には、学習者の感動体験が
不可欠と思います。その点で、思春期の中学生の心に響く、しっかりした文章作品が教科書に求められると思います。そうした点で、４社の３年生の国語を読ませていただき、
光村図書『国語』三省堂『現代の国語』を推したいと思いました。

4 国語 このコロナで中一の娘が、授業についていけるか、友達と学力差が広かないか、不安になり展示会に参りました。
国語が個人的に大変重要だと考えており、四社拝見しました。どこも懐かしい教材が沢山あり、少年の日の思い出やメロス等、娘にもしっかりと学習してほしいです。一点。各
教科書の短歌を見比べていて、伝え合う言葉中学国語２のP170.171にある　あなたにとって何番目の女　という短歌ですが、これは教科書にふさわしいのでしょうか？今とて
も多感で、親として、何番目の女という表現はいかがかと思いました。的外れの意見でしたらすみません。

5 社会 育鵬社 来年度採用の歴史教科書と公民教科書の中で，「皇国史観」や「教育勅語」を賛美しているかの様な，内容で驚いています。過去に幾度となく，文部科学省から，検定過程で１
００か所以上の修正を求められ，子供達には相応しくない教科書と評価されています。
　「渡来人」を「帰化人」と書き，豊臣秀吉の「朝鮮侵略」を「朝鮮出兵」と書き，「日韓併合」はロシアから大韓帝国を守るのが主で，植民地にはしていない。第二次世界大
戦は，アジア諸国を欧米列強からの植民地解放の為に起こした戦争で，インフラ整備等を行って好い事をした，歴史認識を捻じ曲げて書かれています。
　天皇陛下は平和の象徴で有り，戦争をだれよりも反対していたかの様に思わせる内容である。神話の時代の天照大神が邪馬台国を治め，現在に至るまで，天皇家は「万世一系
の系図」だと書いていますが，南北朝時代戦いに敗れた兄の正統の血筋ではなく，戦いに勝利した弟の血筋が現在まで，続いているという説が有力で有り，問題ではないでしょ
うか。
　調布市の多摩川地域は，在日韓国朝鮮人の子供が多く住んでおり，育鵬社の教科書を使うと，日本人優位と考え，お前たちの国をロシアから守り，近代国家にしてやったと，
差別的考えが生まれるのではないかと大変危惧されます。
　ＧＨＱが押し付けてもいない日本国憲法を，押し付けられたから改憲をして「自衛隊」を「軍隊」に替え，天皇中心の国家が好ましい国の有り方，徴兵制度の有る国だけを表
記して，徴兵制度の無い国は表記していないので，どちらが好ましいかと考えられず，世界中の多数が軍事国家だと，思わせる刷り込み教育をしている教科書です。
　「国を守る」「国を愛する」気持ちは必要ですが，育鵬社の教科書は，臣民は天皇陛下の為，戦地に行き国の為に死んで来い，戦前の大日本帝国を彷彿とさせる教科書で，調
布市の未来と子供の将来を考え，来年度の歴史と公民教科書は，育鵬社以外の教科書採択を願い致します。

6 社会 育鵬社
帝国書院
東京書籍

中学生に「社会」の授業で何を学んでほしいのか。その願いの視点から、教科書についての意見を述べさせていただきます。
《学んでほしいこと》
Ａ全ての人には「幸せになる権利」がかけがいの無いものとして保障されていること。
　　・どんな立場の人も、どんな権力も、それを侵すことはできない。
　→このことをどう教えるかは、この先、生きてゆく上への自尊感情に大きな影響を与えるし、自分を大切にしてよい、という安心が他人を大切に思う気持ちの根っこになると
思うからです。

Ｂ自分も他人も幸せになる社会を創ることは相手を理解する思慮深さと柔軟な創造性を必要とする、難しいけれど、素晴らしい協働作業であること。
　　・ルールに頼る前に相手を理解する力をつけてほしい。将来、相手の幸せが自分にとっても喜びになる体験にもつながるような道すじをもたせてほしい。
　→社会の中でどう生きるのか。どんな社会を創ってゆくのかに関わることだと思います。
　　難しさを丁寧に伝えながら、理解するための情報、意見の違うものとの対話の仕方、など解決のために一方を封じ込めるのではなく、両者が幸せになる新たな形を立ち上げ
る、そんな醍醐味を中学生には教えてほしいと思います。

この二つの願いからいくつかの教科書を比較し、象徴的なページを示してみました。
《教科書について》
育鵬社「社会」46～47ページ
　〇「基本的人権の尊重」の項目であるにもかかわらず、見開きのスペースの半分以上が「義務」や「制限」の説明に使われている。
　〇「公共の福祉」の定義が「少しだけ制約して妥協してもらうルール」とされている。
　→中学生は「基本的人権は一応あるけれど、あまり主張しないほうがよさそうだな」の感じるのではないでしょうか。「～ねばならない」「～してはならない」という義務と
制約に囲まれて一番大事な自尊感情が萎縮してしまうのでは、と心配です。人はルールをを守り、指示に従う存在であることが前提になっています。本来は社会の創り手を育て
るのが社会の役割ではないでしょうか。★中学校の教科書にふさわしくないと思います。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
7 社会 社会　日本の歴史

決めつける内容でなく、子供たちが自ら考えられるような本を望みます。（国民主権、今の憲法等、大切なことを教えられる本を）

8 社会 教育出版 社会３科目の領土を見ると、唯一、統一した図を使っている。教わる生徒側から見るとかなり理解が進むと思われる。
また、調布市では小学校の社会が教育出版なので小中連携の面でも良い。子ども目線で選ぶとそうなると思うが、何故違うのか、生徒目線の理由を教育委員会の傍聴の際に聞け
る事を楽しみにしています。

9 社会 育鵬社
教育出版

私たちが国民を意識する時、現在は、地球キボでもの事をとらえ問題を解決していかねば、人類としての存亡とも関わってきます。残念ながら育鵬社にはそういった視点より、
いかに自国を守るか、正当性を守るかに主眼がおかれていることを危惧します。教育出版では国家をみるときにも、国際社会との関係性の中でどうとらえていくのか、現在の世
界のあり方の中で国家の成立を考えていく姿勢にこれからの未来の若者たちがもつべき大事な視点が示されている。

10 社会 育鵬社 日ロ戦争のえがき方が日本びいき的でアジアに希望をあたえたという過剰な賛美が見られる。続く韓国併合についても欧米から認められたという表現で、韓国の国民にとってど
のような影響があったかという視点が大変弱い。これから国際的なつながりが必要とされる未来人に基礎となる学びとして疑問を持つ。

11 社会 育鵬社 憲法は国が国民を縛るものではなく、国民が国家権力を監視し抑制するものです。教科書には主権者教育として「国民主権」「基本的人権」をていねいに採り上げてほしいで
す。74年間にわたってこの国の根幹であり、その中で戦争の惨禍に遇うことなく経済的繁栄を享受して生きてこられた「日本国憲法」そのものを深く学ばせるべきです。それよ
りも「改正」の必要性や手続きに偏った育鵬社の本は次世代を育てるためには有害だと思います。中学校教科書に採択しないでください。

12 社会 育鵬社 古代史において、神話の叙述が異常に多く、しかもその内容が「事実」であるように読ませるのは歴史教科書としてふさわしくない。いずれの時代についても、日本列島に居る
人間だけでなく地球上に生きる人類の一部だとの認識が必要である。偏狭な自国中心主義を刷り込む育鵬社の本は採用すべきではないと思います。

13 社会 全学年 育鵬社 育鵬社は、日露戦争の結果韓国を植民地化した史実を無視し、日露戦争がアジア諸民族の独立を助けたかのように教えようとしているが、それは明らかに史実に反する。

しかも韓国併合については、当時世界で植民地支配を進めていた欧米列強諸国から異議が出なかったことを専らの理由として、植民地支配を正当化しようとするのは、今日の世
界の共通認識とはあいいれないものであり、世界の非常識を日本の子どもたちに教えることになり、日本の未来を危うくするものでしかない。

アジア太平洋戦争について「日本は、この戦争を『自存自衛』の戦争としたうえで、大東亜戦争と名付けました」「（大東亜会議）以降，アジアの国々を欧米による植民地支配
から解放し，大東亜共栄圏を建設することが，戦争の名目として，より明確にかかげられるようになりました」などとのべて、日本がアジアを欧米の支配から解放しようとした
かのように教えるのは、史実を歪め、日本の植民地支配やアジア太平洋戦争を正当化させようとするもので、これも今日の世界では通用しない議論である。

アジア太平洋戦争についてのもう一つの問題は、「ＡＢＣＤ包囲網」などとよばれるアメリカ等による日本への石油などの禁輸措置について、その原因となった日本のインドシ
ナ半島への軍事侵攻を軽く扱い、それ以前から続く中国侵略も太平洋戦争と切り離して事実を軽く扱うことにより、アジア太平洋戦争が日本にとってやむを得ない自衛戦争だっ
たと認識させようとしていることである。客観的事実を歪め世界に通用しない誤った歴史認識を植え付けることは日本の未来を危うくするものである。
大日本帝国憲法については「国民は法律の範囲内で、言論や集会、信仰などさまざまな自由が保障される」と書き、あたかも言論の自由などがあったかのように書き、実際には
憲法の下位法の治安維持法などの「法律」で国民の自由、権利が侵害された事実を巧妙に隠蔽している。その上「この憲法は、アジアで初めての本格的な近代憲法として内外と
もに高く評価されました」と述べて一面的に大日本帝国憲法を賛美している。

一方、日本国憲法については、「ＧＨＱは日本側の改正案を拒否し、自ら全面的な改正案を作成して、これを受け入れるよう日本側に強く迫りました」「議会審議では……議員
はＧＨＱの意向に反対の声を上げることができず、ほとんど無修正のまま採択されました」と述べ、男女の普通選挙で選ばれた衆議院などでの日本国憲法の審議過程で「国民主
権の明確化」「25条の生存権の追加」など多くの修正が加えられた事実を無視している。このように、戦後廃止された大日本帝国憲法を美化し、日本国憲法の制定過程をゆがめ
日本国憲法の価値をおとしめている。

このように歴史の事実を他正しく伝えず、アジア諸国民との相互理解と友好を妨げる教科書は、次世代の子どもたちが担う日本の未来を誤らせるものであり、日本国憲法の理念
に反するもので、教科書としてふさわしくない。よって採択すべきではない。

14 社会 3 育鵬社 憲法を学ぶ箇所の内容が、日本国憲法の三原則の内容そのものをきちんと学ぶ内容になっていない。
国民主権を学ぶページの項名は「国民主権と天皇」とされ、国民主権を学ぶ部分は本文中の４分の１、あとの４分の１は「国民としての自覚」、のこりの２分の１は「象徴とし
ての天皇」の記述にあてられている。このページの写真５枚のうち４枚は天皇の写真である。これでは国民主権を学ぶのではなく、主として天皇の制度を学ぶことになる。
「基本的人権の尊重」という項では、本文中の４分の１が「基本的人権の保障」にあてられているのみで、４分の１は「公共の福祉による制限」、２分の１は「国民の義務」の
説明にあてられている。
平和主義の説明には２項目４頁があてられているが、「平和主義」の項では憲法の平和主義の説明には４分の１があてられるのみで、４分の３は自衛隊の説明にあてられてい
る。さらに諸外国の憲法における国防の義務の規定の一覧表がかかげられ、国防の義務規定がない日本国憲法は異常であるかのように思わせる内容になっている。「平和主義と
防衛」の項では日米安保条約が日本とアジアの平和に大きな役割をはたしているという立場から説明している。
さらに「憲法改正」に１項目２ページをあてているのも、自由社を除く他社とは大きな違いである。しかもこのページの資料に、各国の憲法改正回数の表をのせ、改正していな
い日本が異常であるかのように考えさせようとしているが、これは各国の憲法の性格など諸事情を無視して単純化したもので、事実認識を誤らせるものてある。
全体として、日本国憲法の原則の意義を否定的にとらえさせ、憲法改正が必要という特定の政治的立場に生徒を誘導する構成になっており、日本国憲法のもとでの教育で使用さ
れる教科書としてふさわしくない。したがって採択すべきではない。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
15 社会 3 自由社 憲法を学ぶ箇所の内容が、日本国憲法の三原則の内容そのものをきちんと学ぶ内容になっていない。

国民主権を学ぶページの項名は「天皇の役割と国民主権」とされ、ほとんどの記述が天皇の役割についての記述になっている。さらに「天皇のお仕事」と題する特設欄２ページ
が付加されている。
基本的人権については「基本的人権と公共の福祉」という項名になり、公共の福祉による制限と国民の義務についての記述に本文中の２分の１以上があてられている。
平和主義の背景としての戦争の被害と加害の記述がない。平和主義の項では自衛隊の説明に大半があてられ、写真も自衛隊の写真のみである。さらに諸外国の憲法における国防
の義務の規定がかかげられ、国防の義務規定かない日本国憲法は異常であるかのように思わせる内容になっている。
さらに「憲法改正」に１項目２ページをあてているのも、他社とは大きな違いである。しかもこのページの資料に、各国の憲法改正回数の表をのせ、改正していない日本が異常
であるかのように考えさせようとしているが、これは各国の憲法の性格など諸事情を無視して単純化したもので、事実認識を誤らせるものてある。
全体として、日本国憲法の原則の意義を否定的にとらえさせ、憲法改正が必要という特定の政治的立場に生徒を誘導する構成になっており、日本国憲法のもとでの教育で使用さ
れる教科書としてふさわしくない。したがって採択すべきではない。

16 社会 前略
日頃教科書に（歴史）関心を少しばかり関心を持っている者です。
高校の教科書すべてに「シベリア抑留」にふれていますが内容や数字に首をかしげるものがあります。
例えば通称「シベリア抑留」ですがウクライナやモンゴル・カザフ等にも抑留はあります※
又、軍人が抑留とありますが民間人もあります。
「５０万のうち５万人しぼう」等は現在は「６０万以上６万以上死亡」が通説です。ともあれ中学の教科書では扱っているものあり、なしもあるそうで是非扱ってほしいと願っ
ています。
海外でのできごとなので軽視されがちですが是非。

17 社会 日本国憲法について
１９４７年に施行された日本国憲法は、主権在民、戦争放棄、基本的人権の尊重、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる一連の民主的平和的
な条項を定めた。この憲法を基礎に日本社会は発展してきた。この憲法を変えようとの動きが、特に戦争放棄を規定した９条を中心に企図されている現在、憲法改正を示唆する
ような教科書を子供達に押しつけてはならないと考えます。

18 社会 育鵬社 国民主権と天皇制
「育鵬社」は天皇が大日本帝国憲法から連続したものととらえているので現憲法の「国民主権」が理解できない。国民の政治参加の大切さを理解できる教科書を。「育鵬社」は
ふさわしくない。
「日本文教」P.42、国の政治は国民の意思に基づいて行われる必要があり「意見を政府に伝えるためには表現の自由や知る権利の保障が大切」ときちんと表記されているのがよ
い。

19 社会 育鵬社 社会　歴史
・育鵬社は、大日本帝国憲法について、「国民は法律の範囲内で、言論や集会、信仰などの自由が保障される」と書いているが、実際には、下位法の治安維持法などで、国民の
自由や権利が侵害された事実を隠蔽している。戦後、否定されたはずの大日本帝国憲法体制を肯定させるのは問題。
・育鵬社が、日露戦争の結果、韓国を植民地化した史実を無視し、アジア諸民族の独立を助けたと教えるのは、歴史を曲解させ、アジアとの相互理解を妨げる。
・育鵬社は、韓国の植民地化を正当化し、併合後も近代化を強調しているが、併合に至る実態と植民地支配（権利や自由を制限し、創氏改名も）の事実をきちんと教えるべき。
その上でなければ、未来へ向けた韓国・朝鮮との友好は築けない。
・育鵬社は、日本国憲法がアメリカから押しつけられたことを印象づけるが、無修正は事実と違う。日本の民間案も参考にし、生存権など重要な追加修正が行われ、国民多数も
支持したことを教えるべき。
・育鵬社は、これからの世界平和と日本について、国民の中にある多様な意見にはふれず、政府方針の立場で書かれており、これでは判断力が育たない。

社会　社会
・育鵬社は、天皇が大日本帝国憲法から連続したものと捉えているので、現行憲法の国民主権が理解できない。国民の政治参加の大切さを理解できる教科書がよい。
・育鵬社は、ジェンダー平等について、建前だけで家族優先の考えがにじむ。
・育鵬社は、平和主義と自衛隊について、政府見解だけを述べたり、国防の義務がないのはおかしいという憲法とは、ずれた特定の考え方を強調している。多様な意見にふれて
考えられるようにすべきではないか。

　今回の教科書展示会は、コロナ禍の最中ということもありますが、滞館時間の制限や、何より椅子が撤去されていたため、見比べ、読み込むという作業が出来ない状況でし
た。椅子の間隔をあければいいことなのに、まったく椅子を置かなかったのは不親切極まりないと思います。
　また、今後、常時図書館に教科書を置いて頂きたいと思います。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見

21 社会 育鵬社 「なでしこ日本史」という女性に特化した項目を設けていることに違和感あり。
「ますらお日本史」もつくらないと男女平等でない。

22 社会 全学年 育鵬社 P27
「女性の社会進出」についての項目で、保育園などの整備には触れられているが、「個人は家庭に優先すべきという風潮が強くなると、家族の一体感が失われていく」など、女
性が家族のために尽くすべきであると言わんばかりの内容が気になる。他社の教科書では、現在もまだ会社の管理職や議員には女性が少なく、男女の職業の平等や女性差別（賃
金格差なども含め）について、欧米諸国と比べても日本の現状には課題がある、と書かれている。どちらの意見もあってよいが、育鵬社は公平な様々な考え方を子どもたちに示
して、考えさせるような形では書かれていないので、不適切だと思う。
P50
「日本の平和は自衛隊の存在とともにアメリカ軍の抑止力に負うところが大きい」という記述があるが、防衛問題については様々な意見があるはずだし、あってよいはずだ。育
鵬社は、現在の政府の考えだけを述べているように感じる。教科書が政府の目を気にして記述を変える、というのはおかしいし、それでは政権交代すれば教科書を書き直すの
か、ということになってしまうと思う。
様々な意見を知り、自分の考えを持てるように学習していくのが中学生のあるべき姿だと思うので、偏った育鵬社の教科書は適切ではないと思う。
P42
「国民主権と天皇」の項目で、国民としての義務ばかり強調されており、天皇を「国民の幸福を祈る民族の祭り主」とたたえるばかりで、国民主権、ということがわからない内
容になっている。
他社の教科書では、「国民主権」がきちんと説明されており、国の政治は国民の意思に基づいて行われる必要があることや、国民の表現の自由、知る権利の保障などにも触れら
れている。
育鵬社の教科書を読むだけでは、国民の政治参加の大切さがわかりにくい。偏った説明であると感じ、育鵬社以外の教科書のような、様々な意見を意見を挙げている書き方の方
が良い。
P176
福島原発事故について、育鵬社は「深刻な被害」といいながらも、具体的な記述はなく、国際協力を求める方向に書かれている。東京書籍などは、長期間の避難生活や、風評被
害なども含め、この問題の影響、深刻さを具体的に記述している。調布市では、味の素スタジアムに福島原発事故の避難所を設置したこともあり、中学校に避難所から通うお子
さんもかつていた。現在も、調布市には多くの福島から転居してきたご家族られる。その方たちのお子さんが学ぶ教科書として、他人事のようにしか書かれていない育鵬社の教
科書は適切ではなく、これを読むと嫌な思いをされると思う。

23 社会 学び舎 P207　関東大震災における朝鮮人虐殺の事件をくわしく説明されている。この事件は震災の混乱の中でデマにまどわされた日本人が在日の朝鮮人を多数殺害したもの。
日本人の外国人へのヘイトクライムが現在でも行われている日本で、これを教訓とすることは新たな悲劇を生まないために授業でとりあげることは必要だと思います。

貴教育委員会におかれましては、学校教育の質的向上と私たち韓国人をはじめとする在日外国人子女を含めた国際理解教育の充実に向け、日々ご尽力されておられることに心か
ら敬意を表します。

私たち在日本大韓民国民団は、日本に居住する韓国人約４０万人（日本籍者を含めますとゆうに１００万人を超えます）で構成されています。１９４６年の結成当初から韓日の
懸け橋として韓日両国の友好親善に努め、また日本の地域住民の一員として豊かな地域社会づくりに積極的に参与、努力してまいりました。

既にご承知のことと思いますが、私どもの子女の多くが在日４世・５世世代であり、近年、日本籍を有する子は勿論、重国籍の子の比率も高まっております。またそのほとんど
が日本の学校で学んでいます。
このような家族構成は、私たち在日韓国人だけでなく、日本の国際化が、多国籍、多文化の家庭は、今や日本社会でごく身近なものとなっています。
８月の中学校の歴史・社会教科書の一斉採択を前に、私たちは保護者の立場から、更には韓日の不幸な歴史から私たち自らが体験してきた差別や偏見について日本の教育現場で
どう教えられているのかに強い関心を寄せています。
特に第二次世界大戦や植民地支配など韓日両国に関連する部分をはじめ、地方参政権に代表される定住外国人の人権に関する記述について大きな関心を寄せております。

韓国と日本には重く苦しい歴史が存在します。しかしその一方で、それらの歴史を直視しながら、互いを理解し、認め合い、未来志向の韓日関係構築のために歩み始めた時期も
ありました。

私たち保護者は、日本の教育現場において偏った歴史教育を押し付けることなく、過去の歴史から何を学び、何を考えなければならないのかを、考える教育のあり方と、そのた
めに相応しい教科書の選定を強く求め、次のように要望いたします。
一、私たちは、戦争を美化し正当化しようとする偏った歴史認識に基づいた教科書ではなく、史実に基づき国際社会の平和と連帯に寄与できる次世代教育のために必要な教科書
の採択を強く求めます。

一、私たちは、日本人子女が自国を大切に思うように、近隣諸国を尊重する情操を培い、近隣諸国をルーツに持つ友人やその国籍を有する友人との友情を育むうえで望ましい教
科書の採択と教育指導を要望します。

一、私たちは、歴史から何を学び、その教訓をどう未来につなげていくのかを学べる学校教育を求め、そのために必要な教科書が何であるか十分ご検討いただき、良識ある教科
書の採択を切に望みます。

何卒、未来を担う子どもたちのために、「人権・平和・共生」という大切な価値観を教え伝える教科書の採択をお願い申し上げます。

20 社会 1
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
24 社会 全学年 育鵬社 育鵬社　ジェンダー平等について

P27　「女性の社会進出に伴い　法律や制度面なども整備され」保育園も増設。
「個人は家族に優先するべきという風潮が強くなると、家族の一体感が失われていく」とあるが

意見　建前だけで実態に深く掘り下げず、家族優先の考え方がにじむ。しかし実際の女性の社会進出はまだ、道半ばで会社の管理職や国会議員などの割合は低く男女平等と、女
性差別の解消は今後の課題です。これらの視点が欠けている。

育鵬社　大日本帝国憲法
P192　天皇は国の元首と規定され、憲法の規定に従って統治を行う。国民は法律の範囲内で言論や集会などさまざまな自由が保障される。アジアで初めての近代憲法として内
外ともに高く評価。とあるが

意見　育鵬社では、天皇が主権者で強大な権限を持ち国民の自由が制限された事実がわからない。戦後否定されたはずの大日本帝国憲法体制を肯定させるのは困る。

25 社会 全学年 育鵬社 育鵬社　日本国憲法
P263　GHQは自ら全面的な改正案を作成しこれを受け入れるよう強く迫り、天皇の地位におよぶことを恐れた政府は日本語に翻訳された改正案を政府提案とし…GHQの意向
に反対の声を上げることができずほとんど無修正のまま採択されました。とあるが

意見　育鵬社は日本国憲法がアメリカから押し付けられたことを印象づけるが、無修正は事実と違う。日本の民間案も参考にし、生存権など重要な追加修正がおこなわれた。平
和主義の考え方は、戦争で疲弊した国民多数も支持。

26 社会 育鵬社 「新しいみんなの社会」には反対の意見をのべます。
１．現憲法の国民主権についての理解ができにくく、また現憲法の成立について、GHQの意見のみが尊重された書き方で、事実に反します。
２．ジェンダー平等についての説明が、家族優先の考え方が非常に強く、男女平等実現、女性差別解消の課題に対する問題意識がうしろ向きです。
３．憲法の平和主義についてはとても大切ですが、集団的自衛権行使容認、自衛隊の海外派遣について一方的に肯定の姿勢で、問題を強く感じます。
４．日本や世界の情勢を、多様な意見を事実に基づいて学び、考えていく判断力を子どもたちが持てるよう、現場の先生が使いやすい教科書を選んでください。

27 社会 全学年 育鵬社 ・育鵬社「国民主権と天皇制」大日本帝国憲法からの連続。現憲法の国民主権が理解できない。古すぎる。国民の政治参加の大切さを教える教科書を採択のこと。・ジェンダー
平等　育鵬社実態に深く切りこんでいない。合変わらず家族優先古い！男女平等、女性差別解消を強調し教育してほしい。・平和主義と自衛隊　育鵬社は政府見解だけ述べてい
る。自衛隊は違憲である。様々な意見があることを知り、これに触れ考えられるようにすべきだ。・原子力発電の問題　福島原発事件後、廃止、廃棄が当然の問題だ。育鵬社は
具体性乏しくなお核融合発電を行おうとの説、古くて世界を見ていない。すべて保守的。何とも古くて○○教科書こんな物で教育されては大変である。

28 社会 全学年 育鵬社 育鵬社の記述を見ると、戦前の思想教育を想起させる。絶対に採用してはならない。以上

29 社会 学び舎 「学び舎」の「ともに学ぶ人間の歴史」は各時代の象徴的特定の人物だけでなくその背景に存在した人々の様子がわかり子どもたちも自ら知りたい、調べたい意欲を起こさせる
内容になっていると思います。
誤った歴史認識を押し付けるような育鵬社の教科書は、使うべきではないと思います。
「育鵬社」・「自由社」の社会は各国の憲法改正の件数を一覧にし、日本は一度も改正してないことを強調するなど憲法改正が必要であるような表現に違和感を感じます。
政府の見解をただ教えるだけの教科書は必要ではないと思います。

30 社会 育鵬社 ナショナリズムが強く出ていて「思想教育」の意図が感じられる。例えば北方領土問題は「四島は固有の日本の領土」と断言している一方沖縄の基地問題は取り上げていない。
与謝野晶子については、代表的な」「君死に給うことなかれ」ではなく、あまり知られていない四男の出征を励ます歌が取り上げられている。この教科書で中学生に歴史教育し
てほしくない。

31 社会 育鵬社 憲法を取り扱うのに、まず改正手続きからはいるのはなぜか？
「ハロウィンで4人逮捕」「大麻所持若年層」といった新聞記事を大きく載せているのはなぜか？何か胡散臭いものを感じる。使ってほしくない。

32 社会 学び舎 現代に生きる私たちの目で歴史をとらえる視点が貫かれていて、沖縄の基地問題や不当なバイトの実態まで目配りされているのが新鮮。日本国憲法についても、それがどんなに
日本国民に歓迎され、国を挙げて普及に努めようとしたかが「密航船が運んだ憲法」のような興味深いエピソードで伝えられていて、中学生の興味を引くだろう。

33 社会 育鵬社 特異な歴史観を子どもたちにおしつける教科書です。採用しないでください。

34 社会 育鵬社 大日本帝国憲法から連続している天皇観に立ち、国民が主権者として政治に参加することの大切さを教えない教科書です。採用しないでください。

35 社会 育鵬社 日韓の国の関係が今しっくりしていません。子ども達にはどの様な歴史があったのかきちんと教えていく必要があると思います。その点で育鵬社版は日本の朝鮮植民地化を正当
化し大いに問題と思います。今後の韓日・朝鮮と友好を築いていくためにも育鵬社の韓日併合の書き方は問題、採用しないでください。

36 社会 学び舎 巾広い視野で歴史がとらえられ図版の説明もわかりやすく、読んでいて楽しい。
女性の歴史についてもきちんと書かれていて、新しい視野で学ぶことができる。又、戦後の（現代）学習の項目ではインド象の来日、ゴジラの怒り、走れぞう列車、サダコの願
い等子どもの視点に沿った内容があるのも良い。４年間かかって学び舎の教科書を読み合わせしてきてその良さを様々感じました。

37 社会 育鵬社
自由社

憲法改正が必要だと誘導するような書き方をしているのは問題だと思います。
侵略戦争を肯定し基本的人権や民主主義をないがしろにする育鵬社自由社の歴史社会の教科書は採択しないでください。

38 社会 育鵬社 P225に挑戦の日本からの独立運動（三・一独立運動）の記述は「軍隊を出動させ…武力中心の十市から、よりおだやかな統治へと変わっていきました」とあるが、日本の支配
は朝鮮の生活・文化を無視した同化政策をおこなうものだった。けっして「おだやかな」ものではないことを無視することは、日本の他国への加害の歴史をかくした教育になり
ます。また日本は朝鮮半島に対して植民地支配をしていたがそれが（「植民地」という文言）が記されていないのも残念なことです。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
39 社会 育鵬社

東京書籍
・「平等権」で男女の平等の後に、東京書籍ではP.52「性の多様性への理解」があるが、育鵬社P.57にはない。中学生の中には性の意識で悩む子もいるので、ぜひに取り上げ
ている教科書を選んで欲しい。
・育鵬社P.26～27「家族形態の変化」として現在の多様な家族のあり方は説明されているものの、あまりにも家族の役割を強調しすぎており、異和感を持つ。また「女性の社
会進出に伴い～法律や制度面なども整備され～」とあり、P.57でも単に法の制定のみの記述だけで、実際には管理職や国会議員委は女性が少ないことなど現状の課題はふれられ
ていない。こんな教科書は使って欲しくないです。

40 社会 2 育鵬社 社会科の歴史教科書を読ませて頂きました。私は退職者ですが、22歳まで北海道で生活していました。当時、アイヌの老人から戦前に受けた差別の実態や酒を飲まされて土地を
取り上げられた話を聞いたことがあります。その一つに「ア、イヌだ」、犬がいるから石を投げろ、と言って虐待された話は今でも忘れられません。そのような理由でアイヌ民
族差別についての記述を調べてみました。
アイヌの人々の固有の文化や生活、儀式、風習などはどの教科書にも書かれています。問題点は、明治以降のアイヌ民族の待遇についてです。教科書によって詳しさの違いはあ
りますが、育鵬社を除いてかなりのスペースを取り扱っています。帝国書院と学び舎は事例をあげ、理解しやすい内容です。教育出版、東京書籍、日本文教出版、山川出版は理
解できる内容です。しかし、育鵬社には一行も書かれていません。一切触れない姿勢は大きな問題です。子どもたちには正しい知識と考え方を学んでほしいと願っています。そ
のためにも、育鵬社以外の教科書を採択して下さい。

41 社会 育鵬社 ・大日本帝国憲法…「天皇は神聖にして侵すべからず」など文章が載っているだけでは天皇が主権者で強大な権限をもち、国民の自由が制限された事実がわかりません。
・P263日本国憲法の制定…GHQの案をほとんど無修正のまま採択されたという記述は、事実と異なります。生存権など重要な修正、追加が行われたこともきちんと書くべき。
これからの日本を担う子どもたちに、ウソは教えないでください。

42 社会 育鵬社 教育勅語（P193）についての説明がおかしい。勅語の徳目の最後は「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ」のはず。皇運は天皇家・皇室の運命のこと。それを「国や社会のためにつ
くす」と解釈しているのは誤りである。

43 社会 学び舎 教育勅語と「御真影」のコラム（P175）で学校儀式で使われたことがしっかり書かれており、不敬事件や最初の殉職者栃内泰吉の紹介もあり感心した。

44 社会 日本文教出版 地理と社会で調布市の写真が載っていた。地理は多言語の看板、社会では車いすバスケットボールの体験があった。特に社会は同ページにオリンピックのバドミントンも載って
いて、オリ・パラで、むさプラで開催予定の競技に関する内容だったのでとても身近に感じた。社会の最初のページにはSDGｓがあり、これからの社会のことを考えながら勉強
できると思った。点字を体験するページもあり、人権への配慮も感じた。歴史でも武蔵国分寺や玉川上水があり、身近に思った。全部の社会の教科書の中で文字がしっかりと黒
く一番見やすかった。

45 社会 育鵬社 まず、海洋国家日本の歩み、という章建てで作ってあるが、その史観でいいのがどうか。全体としてハデな作りで事象をいっぱい書き込んでいるが、そもそも歴史とは何なのか
の疑問が生じる。子どもたちの頭はこうした暗記することばで一杯になり、流れなどどこかに行ってしまいかねない。
最大の問題は日本はなぜ戦争に突入し、それをどう「総括」するかだが、この教科書に回答を示唆するものは見当らない感じた。戦後日本はなぜ高度成長ができたのか、が最終
になっているが、それが成功だったかどうかから問題は始まるはずだ。

46 社会 学び舎 他の教科書と全く違うつくりである点、興味深く歴史を学ぶことにつながると思った。第一次大戦の戦後の民権運動の高まりや女性運動、山本宣治など子どもたちにも親しみや
すいのではないか。現代の問題にきちんとつなげているので適切である。ざっと見た中では最も良い教科書だと思う。

47 社会 自由社 コロナ問題で明らかになったように日本がとって来た新自由主義経済路線はさまざまな矛盾問題点を映し出しこれまでと違う社会の仕組みが求められることになった。
国家像を天皇をベースに描き出しグローバル化を重点的に〇〇捉えてこれを受け身で描く教科書には基本的な問題がある感じがする。国際社会についての記述にも問題が多い。
経済では「格差」の不在、〇〇の部分で中国共産党についての記述など肝心なことを書かず変な誘導をしている。これは採択すべきでない。

48 社会 3 自由社
育鵬社

①人種差別、男女差別など根強く社会に存在する差別をなくし、一人一人を人間として尊重し、大切にする動きは、時々刻々に強まり、歴史の見方を塗り変えています。かつて
植民地主義者として、イギリスやアメリカの国力の発展に貢献した人物が一方で、黒人支配、差別を推進した人としてその像が倒されるという事態は、私達に歴史を多面的に
見、その根底に、一人一人の人間をかけがえのない存在としてみているかどうかが問われていると思います。その点で、全体として、自国中心の歴史の賛美が目立つ自由社の
『新しい社会教科書』は、これからの時代を担う子ども達が学ぶ教科書としてふさわしくないと思います。
②憲法改正が政治問題として、政治家から発言されている中、この現実社会で私達の規範となり、民主国家、自由主義国家を支える理念となっている、現日本国憲法について、
その制定過程について、押しつけによる成立のみを強調している、自由社育鵬社の記述は、押しつけ論⇒改憲に誘導する意図が感ぜられ適切でないと思います。社会は国家や、
時の政権の考えを学ぶものではなく、あくまで一人一人の人権を尊重してゆく上で、公＝社会のことをどう考えてゆくのかの視点が大事と思います。

49 社会 育鵬社 大日本帝国憲法P.192
育鵬社では天皇が主権者で強大な権限をもち、国民の自由が制限された事実がわからない。戦後否定されたはずの大日本帝国憲法体制を肯定させるのはよくない。
日露戦争の結果P.200
日露戦争の結果、韓国を植民地化した事実を無視し、アジア諸民族の独立を助けたと教えるのは、歴史を曲げ、アジアとの相互理解を妨げる
日本国憲法P.263
育鵬社は日本国憲法がアメリカから押しつけられたことを印象づけるが、無修正は事実とちがう。日本の民間案も参考にし、生存権などの重要な追加修正が行われ国民多数も支
持した。
これからの世界平和と日本P.278
日本○○では憲法をよりどころに、平和の問題に対処する方向が示されているが、育鵬社には、国民の中にある多様な意見にふれず、すべて政府方針の立場でかかれている。
教育現場の先生方の意見を尊重して教科書選びを！！
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
50 社会 育鵬社 P.42～国民主権と天皇制　天皇の記述が異常に多い。天皇が大日本帝国憲法から連○したものととらえているので現憲法の国民主権とのちがいが理解できない。国民の政治参加

の大切さを示した方が良い。
P.27～ジェンダー平等　個人は主権に優先すべきという風潮が強くなると主権の一律感が失われると説く。他社は女性の社会進出は進むが、管理職、国会議員など、まだまだ女
性の割合が低く、男女平等、女性差別の解消の必要性を説く。
P.48～平和主義と自衛隊　集団的自衛権行使容認について、政府の見解のみ記述。他社は「平和的生存権や憲法９条の意義を重視する立場などから批判の声が上がったことにも
ふれる。一方的な情報はよくない。
原子力発電の問題P.176～7　他社は福島事故の深刻さと発棄物処理の課題も具体的にのべるが、育鵬社は具体性がなく、いきなり処理問題での国際協力をいうなど他人頼み。
その上核融合発電に未練のある内容。
教育現場の先生方の意見を尊重して教科書選びを！！

51 社会 育鵬社 ・日中戦争について「自存自衛」「アジアの国々を欧米による植民地支配から解放」などあやまった理解をさせるところがおかしい。アジアへの加害について触れていないの
は、これからの国際社会で生きていくことができないと思う。
・韓国併合について近代化が進んだとし、植民地支配ととらえていない
・日本国憲法制定にあたり日本国内での憲法研究会の草案などを参考にしてGHQ草案が作られ国会で多くの意見がでたことをかいてない。事実に反している。採択しないでくだ
さい！！

52 社会 育鵬社 ・憲法１４条法の下の平等について
行きすぎた平等意識は社会を混乱させ個性をうばう結果になることもあります…などと、誤った認識を子どもたちに与えることになりそう。
・生活保護について「相互扶助の精神が支えています」と権利としての生活保護をみとめていない。また、生活保護利用者のギャンブルの様子を伝える新聞記事を載せていて、
偏見を生む記述だと思う。この本は採択はやめてほしい。

53 社会 自由社 ・「平等は機会の平等であって結果の平等ではない」とかかれ、社会の貧富の差を肯定することになるのではないか。
・児童の権利条約に触れず「親権」ということはだけを扱っている。これでは子どもの自由や権利を学ぶことができず、子ども期の生活や発達が保障されない。
・自衛隊・自衛権合憲の政府の見解をつよく打ち出している。平和主義についてふれていない。採択しないでください。

54 数学 全学年 教育出版 元中学校教師で現在は塾講師として数学を教えています。今回来年度の教科書を決めるとの事で図書館に教科書を見に来て衝撃を受けました。「教育出版」の数学が圧倒的に良
いです。①章前ページと巻末の学びのマップによるふりかえりの充実。②章扉が数学を学ぶ意義をしめしている。③Let's try（導入）が他社に比べて一番考えさせる（生徒が考
える必要がある部分をうまくかくしている）例えだ、２年「連立方程式」では、バスケを題在としているが、実際の結果をつかっている。また、９-xを導き出す必要があるが、
空欄で示している。ちなみに、「東京書籍」もバスケだが、フリースローについての話もなければ（９－ｘ）が書かれている。ありえない。
④巻末のキャリア教育⑤側注の見やすさ⑥見方・考え方が汎用性がある（唯一）。他の会社は単なるその問題へのヒントになっている。
この様に、細かく見ると圧倒的に良い。No.1になってもおかしくない教科書である。
数学は嫌いになると一生治りません。また、やる意味を感じず途中で勉強しなくなる子も多い教科です。しかし、「教育出版」であれば、苦手な子は①の復習がついてる事で苦
手な部分の復習がすぐに出来ます。さらに、⑤にも苦手な子への助けになるモノが多く、分かりやすいです。
また、「数学が将来使えると思わない」という生徒に対しては②，④により将来へのビジョンを提示できます。
得意な子は①，⑥でさらに得意になるでしょう。
こんな教科書を使える生徒がとてもうらやましいです。
是非、調布の生徒にも使わせてあげて下さい。

55 数学 全学年 全社 見てて思ったのですが、つながりが大事な教科にもかかわらず、前学年や小学校の復習がないのはなぜでしょうか。教科書で有名なはずの東京書籍にもありませんでした。この
教科書使うのは可哀相だと思います。字が下手で申し訳ありませんが、読んでいただけたら幸いです。
僕は数学が得意ではないからかもしれませんが、そんな生徒が自然と分かる教科書を選んで下さい。前学年の復習が全ての章の始まりにある教科書を選んであげて下さい。

56 理科 東京書籍 ・東京書籍の理科教科書は、変わった形（縦長、横が短い？）のせいか、見開きにしておいても勝手に閉じてしまうことが多々ありました。サイズの大きさといい、とても扱い
にくかったです。

57 理科 3 大日本図書 「つながる」というページが非常に充実していると感じた。
特に、人工知能（AI）について取り上げ方が今後にも大きく活きる視点だと感じる。AIと扱っていく人材になるには、まずAIについて考える視点を養うことが必須だと考えた。
また、これまでに学習したこと、これから学習することの２点が章のはじめにあることで、学習の系統性がわかりやすい。
教科書は小・中・高の連携・接続をしっかりと意識したものの方が生徒も勉強しやすく、先生も授業しやすいのでは。

58 理科 大日本図書 ①教科書のサイズ
１社のみB5版にしている。取扱いに配慮したサイズだが、他の４社に比べると明らかに見劣りしてしまう。又、中途半端な余白も見受けられる。
②構成面など
従来の教科書とあまり変わっていない印象を受けた。変わらない良さがある一方で、目新しさが少ないと感じる。

③QRコードについて
今回の教科書のポイントになる。他社に比べ扱っている量が少ないように感じた。又、会社によっては（啓林館、学校図書）紙面にQRを掲載しており、実験室などでも活用でき
ると感じた。

59 音楽 全学年 教育出版 音楽教員を目指して音大に通っています。学校の課題で来年度の中学教科書を見てくるというモノが出たので来ました。
「教育出版」の教科書を見て驚きました。音楽が聞くだけで終わっていなかったのです。１年P60、２・３年上P56、2・3年下P50の「何が同じで、何が違う？」は、国や文
化が違う音楽を聞き、共通点や相違点を探しています。遠い国なのに同じ所を見つけたり、隣の国なのに違うところを見つける能力は音楽以外にも役立ちます。すばらしい事を
している教科書でぜひ使ってほしいです。

60 美術 2 美術の教科書を出している３社が全てが葛飾北斎の神奈川沖浪裏を掲載しているが、日本文教出版のものが一番色鮮やかで良いと思いました。

61 美術 日文 美術（日文）興味を持って、取り組める教材が多い。色彩印刷がきれい。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
62 美術 全学年 日本文教出版 全体的に色がきれいでした。

２年の４７ページにある林要さんのロボットは、先日テレビで特集されているのを見たので、こうした内容が入っているのは良いと思いました。
３年の最後のページのメッセージがとても温かく、子どもに読んでもらいたいと思いました。

63 保健体育 大修館 新型コロナウイルスのせいでこれからの学校生活に子どもも私自身も不安を抱えています。家庭でもなんとか勉強の不足分を補おうと頑張っています。
また、この問題は今年度だけで収まるものではなく、いつ第二波が来るかわからないとも感じています。少なくとも受験に関係する教科は今までの教科書を継続することを希望
します。
拝見した感想です。
・東京書籍の保健体育P159に女児の裸の写真が掲載されています。読む限りでは必要性があったとは思えませんでした。子どもが被害者となる事件が日々耳に入ってくる世の
中で、あまりにも思慮に欠けているのではないでしょうか？
・大修館の保健体育は性教育の記述について、記述やイラストがキツイ印象を受けました。高校生ならいいのかもしれませんが、中学生にはもう少しシンプルなイラスト等の方
がいいのでは、と思いました。

64 保健体育 GAKKEN 主体的に学ぶ工夫が多くあると感じた。
課題で最後終わるのではなく、まとめたり深めたりする授業へ導きやすそうである。
また、紙質が光を反射しすぎる事なく目に優しい。
他の会社さんにもいえるが、大きさがちょうどよく学ぶ上で知識のぶぶんもしっかりと入ってきそうな造りである。

65 保健体育 全学年 GAKKEN 感染症に関して人権について取り上げているのは一社だけだった。また、性の多様性についてもLGBT、SOGIという言葉を取り上げていた。当事者の方を明るく紹介すること
で、性の多様性についてポジティブに考えられるのではないか。
調布市の生徒さんたちには、若い時から「人権」をしっかりと意識しながら学んでほしい。必ず大きな力となると感じる。

66 保健体育 全学年 (株)学研教育み
らい

・紙質。インク写りが良く、文字がハッキリと読みやすい。各単元の学び方が、「本文」を挟んで「課題をつかむ」「考える・調べる」「まとめる・深める」という流れとなっ
ており、自然と主体的・対話的・深い学びとなっている。また、各章のスタートページに「小学校での学び」「高校での学び」が、わかりやすく明示されていることにより、連
続して学ぶ内容が掴みやすく感じる。
・保健編で1年生最初に学ぶ「健康の成り立ち」で、認知症・感染症・自殺・ストレスなど現在の健康面における課題が具体的に記述されており、学ぶ意義を理解し意欲を高め
ることに繋がる。２年生での「健康な生活と病気の予防」の記述も具体的であり、わかりやすく感じる。３年生の「感染症」において、差別・偏見やいじめなど人権に触れてい
ることも高く評価できる。
・本文の表記として、「小さな赤い数字」が、ハッキリと浮かんで見えており、探求学習する時にわかりやすく感じる。
以上です。

67 保健体育 全て 大修館の教科書がコラムや事例がおもしろく、特に実際にあったこと人物について書いてあり一番おもしろかったです。環境問題についてもくわしくとりあげられていました。
目次もこまかく書いてありよかったです。
ただP173の表は古いもののようです。この教科書にした場合は訂正の申し出をおねがいします。
オリンピックについては放射能による健康被害もある中での開催決定、又今は中止の可能性もあるのでオリンピックについてのページが少ない教科書の方がよいのかもと思いま
した。
初めて展示会にきましたが教科書の背表紙しかみえない展示では市民の人が手にとりにくいです。調布の子どもたちが３年間それを読み学ぶ大切な教科書なので多くの市民がき
がるに手にとれるように工夫をゼヒゼヒおねがいします。

68 保健体育 全て ・どの社の本も、いろいろ工夫され色彩も（配慮されつつ）豊かになっていると思いました。
・オリンピックパラリンピックのことが前面に出ていることが気になります。
（廃止という視点も含めて展望すべきテーマでしょうから）
・保健分野については、人間が持つ“自然治癒力”“回復力”のことをもう少し目立つように取りあげてほしかったです。散見した限りではどこに記載されているか分かりませ
んでした。
・保健分野の最後の方で取り上げていた「放射能」問題については誤解を与えかねない提示が「大修館書店」と「東京書籍」にありました。
明瞭にきちんと「年間・人工的被ばく限度が1mSV」であることを示していたのは「Gakken」でした。

69 保健体育 東京書籍 まず調布市は東京書籍の教科書が多いように思えます。何か特別な関係があるのではと疑われてもおかしくない。
東京書籍の教科書の表紙はあまりにもデザイン性がとぼしい。教科書の品位を下げるくらいのレベルだ。今話題の感染症については、緊急事態宣言にふれているものの「人権」
にふれられていない。Dマークコンテンツもよく見ると他教科コンテンツが多く、保健体育のものはあまり多くない。

70 保健体育 学研 まず、表紙から他社を圧倒している。「多様性」「多世代」といったテーマが感じられる。生徒によってはマタニティマークにも気づくだろう。感染症については４社で唯一、
「人権」についてもふれられていたので、この教科書で調布市の子どもたちに学んでほしいと強く思う。性の多様性についても「LGBT」や「SOGI」にふれるだけでなく「異
性」と「相手」を使い分けているので、「心」が救われる生徒も少なくないだろう。SDGｓについても充実している。

71 保健体育 東京書籍 まず表紙からクオリティの低さが露呈している。デザイン性が乏しすぎる。本文のデザインも、「見つける」～「広げる」へ矢印があるが、デザイン性が低い。今注目度の高い
感染症については、「緊急事態宣言」についてふれてはいるが、人権についての取り扱いはない。Dマークのコンテンツもよく見ると他教科のものが多く、保健体育のコンテン
ツはそんなに多くはない。「性の多様性」についてもLGBTやSOGIなどのワードがなかった。内容とは関係ないが、東京書籍の教科書が調布市は多いですね。何かあるのでしょ
うか。

72 保健体育 学研 まず、表紙からして群を抜いている。「多様性」「多世代」といったテーマも感じられる。マタニティマークに気づく生徒もいることでしょう。感染症についても、唯一「人
権」のことに触れていたので、この教科書で調布市の子どもたちに学んでほしい。性の多様性についても「LGBT」「SOGI」などのキーワードを扱っているだけでなく、「異
性」と「相手」を使い分けているので、「心」を救われる生徒が少なくないことだろう。SDGｓについても充実していた。

73 技術・家
庭

教室にいる子どもたちの生育環境はさまざまです。両親（夫婦）と子どもたちが揃っている核小家族をあたかも正しい家族であるかの描き方はやめてほしいと思います。中学生
には、生み込まれた、或いは与えられた「家族」を選ぶことはできないし、まして、それを「変える」力などありません。無理な期待をかけずに多様な家庭があり、それぞれ違
う暮し方があるのだという寛容で尊重し合う見方を教えてほしいです。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
74 技術・家

庭

全学年 東京書籍 （ガイダンス）
・自立と共生のとらえ方が一面的であり、もう少し中学生に理解しやすい記述がほしい。
・「自分の生活をチェックしよう」は、生活を点数化することになっているが、生活は点数ではかったり、固定化されるものではないので、配慮がほしい。
（A家族・家庭生活）
・一面的な記述や押し付けがある。多様化していることへの記述が少ない。配列が最後なのは、学習指導要領の主旨からはずれるのではないか。
（B1食生活）
・栄養学習での実物大写真（P3６～３９）はよいが、中学生が理解しにくい２群と６群がないのは惜しい。
・食物アレルギーについての記述がうすい。
・調理実習例が多いのはよいが、応用的な調理法があり、まずは実習回数が少ない中では基本的なことをおさえたい。
（B2衣生活）
・P.125　石けんと合成洗剤の成分が簡略化され、科学的な目でみることにつながらない。
・P.108～110　「ユニバーサルファッション」についてふれて欲しいところだが見当たらない。
（B3住生活）
・P.174、175　「災害への対策」が家庭用の努力，心がけに終始している。
・中学生の実態からかけ離れた問いがある（P.158）
（C消費生活・環境）
・P.186～199の記述は中学生には理解しにくいと思われる。
・P.202　省エネルギが家庭内の個人の責任で解決できるかのような記述は誤解される。
（全体を通して）
・家族→地域→社会→世界へと広がる目を養うには、家庭内への閉じ込めの記述が多々あり、中学生の視野を広げたり、主体的・対話的・深い学びになるか、疑問が多い教科書
となってしまっている。

75 技術・家
庭

全学年 教育図書 （ガイダンス）
・「年中行事と私たちの暮らし」は雑多で家庭分野とのかかわりがわかりにくい。
（A家族・家庭生活）
・新しい価値観や取り組みの紹介もあり、中学生に考えさせやすい。
・P.12～１３　４つのマンガからさまざまな家族・家庭を考えさせる工夫はよい。
・P.18～２５　コミュニケーション力を重視しているが、ページ数が多すぎる。
（B1食生活）
・P.40～４２　栄養と食品と６つの食品群の学習だけで献立を立てさせているが、数字合わせで終わりやすく、中学生は理解しにくい。食物アレルギーへの対応が非常に弱い。
・P.74～７９　食習慣すごろくづくり」は必要だろうか。時間的に無理ではないか。
・P.120　加熱調理の種類が一覧表になっているのはよい。
（B2衣生活）
・P.１６８・１６９　和服の着装に重点をおきすぎ。何を学ばせたいかわかりにくい。
・P.170　エシカルファッションやP.185非常時の衣生活はよい。
（B3住生活）
・P.217、２１９、２２３、２２５、２３１　「ふり返る」で自己評価させるが価値への誘導の恐れがある。「私の学び」に何を書けばよいか迷うのではないか。
（C消費生活・環境）
・P244～２６１　消費を中心的に担っていない中学生にとって身近ではなく難解である。
・P.242　「買い物の意思決定のプロセス」は中学生が実感しにくい。
（全体を通して）
・課題解決の手順が繰り返し記述されたり、課題が広がりすぎて中学生に難解であったり、学習時間内におさまらないものであったりして教科書としてのバランスに欠ける（実
習・制作例などは小学生の内容であるのに対して逆）
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見

77 技術・家
庭

全学年 教育図書
東京書籍
開隆堂

プログラミング等に興味があります。
社会人、成人、大人向けに、技術分野の教科書を入手（購入）する方法がありましたら、教えていただけるとありがたいです。

78 外国語 東京書籍 この会社の英語は人道的にまずい。この教科書で学ぶと、外国で殺される危険性があります。１年P11のジョシュアくんを見て下さい。左手でサムズアップをしています。①サ
ムズアップは国によっては侮辱の意味になります。②左手でポーズをしていますが、その下にフィリピンかインドどちらの国出身でしょうかとかいてあります。聞かなくても分
かります。彼はフィリピン人です。なぜならインド人にとって左手は不浄です。左手で何か合図をする事は相手に対して侮辱です。英語という海外の人との交流の為に使われる
教科で、場所によっては殺される様な事をやっている事はおかしいです。ハンドジェスチャーについては、他社でもあまり良くない会社（光村）があります。海外でも恥ずかし
くない生徒を育てる為にも、この観点で教科書を見て下さい。傍聴に行く予定ですので、楽しみにしています。

79 道徳 日本教科書 台湾をとりあげている「大地-八田與一の夢」（中学校一）「芝山巌事件」（中学校二、台湾に遺したもの）はいずれも、台湾人の激しい抵抗を武力制圧した宗主国・日本側から
の勝手な見方であり、いまだにそれを次代の子どもたちに刷り込むのかと唖然とします。植民地化の最初に、欧米風の学校システムを持ち込んだ事実と、それが果たした植民地
支配の功罪とは別のものです。国際社会に通用しない偏った認識を与えないよう、日本教科書の本を教科書として採用しないでください。
どの社のものも、子どもに自己採点させることは反対です。

80 道徳 一つの教材を学ぶたびに、自己評価をさせるのは中学生にとっては無理に書かせても意味がないと思う。子どもによっては期待される回答を書き、自分の本心は書かないだろ
う。

81 道徳 3 教育出版 P106ふきのとう　学びの道しるべ「社会人として働くうえで大切なことはなにかを考えさせているが無医村で体を張って働く保健医の仕事を記してある。その地域住民の命と
健康を守る体制や行政の仕組みについてこれでよいのか、生存権を保証する労働条件の問題に視点を広げていくことを望む。みんながよろこんで仕事ができる環境について考え
ることを導く教育展開を期待します。

82 道徳 全社 特定の教科　道徳
　全社が「自己評価欄」をもうけているが、これは教師が参考にできると思われる反面、子どもの内心の自由に立ち入る恐れがあり、問題。

（ガイダンス）
・中学生へ呼びかける詩があり、未来をつくっていくことが記述されていてよい。
・生活の見方・考え方について、具体例をあげており、中学生が理解しやすい。
・「自立と共生」は表裏一体であることまで記述されており、概念が理解できる。
・「主体的・対話的で深い学びをしよう」として、教科書での具体例が示されているので、中学生で、主体的・対話的深い学びについてイメージしやよくてよい。
（A家族・家庭生活）
・あるべき論の押しつけでなく、多様な家族・家庭生活を送っている中学生を肯定的にとらえ、客観的状況を述べながら、考えられるようになっている。
（B1食生活）
・命にかかわる食物アレルギーについて、P.102でていねいに記述されており、調理実習の材料にも、アレルギー物質を含む食品については黄色がしるされていて、注意がで
き、安全への配慮が行き届いていて、非常によい。
・中学生の学習が定着しにくいといわれる栄養系や献立学習について、図解や実物大写真などを掲載していて（P.78,79,88～９４など）、中学生が理解しやすい工夫がされて
いるので、意欲をもって学習に取り組むことができるので大変使いやすい。
・調理実習での「調理の方法Q＆A」（P.116～１３５）は、科学的な視点が記述されていて、中学生が、科学的な目を養うことができてよい。
（B2衣生活）
・制服に関する中学生の主体的なかかわりが紹介されたり（P.173）、界面活性剤の説明など（汚れが落ちるしくみも）、科学的根拠に基いた取り上げ方がよい。
（B3住生活）
・中学生の学習になじみにくいところだが、P.206・207「私の興味・関心」の吹き出しのことばが多面的でよい。また、P.223は住まいの問題を広く社会の問題としてとらえ
ていて、中学生の物の見方が広がってよい。
（C消費生活・環境）
・P.232/233の家庭の収入と支出がわかりやすく、自分自身の支出を考えさせていてよい。P.２４６「消費者被害はなぜ起こる」で、原因を考えさせていてよい。
・多様化するキャッシュレス社会についても考えさせていてよい。
・中学生の消費者被害をクローズアップしていて、自分のこととして考えられるのがよい。（P.248・249）
（全体を通して）
・新教育課程・新学習指導要領を教科書でどのように具体化するとよいかが非常にていねいに中学生に向けた展開・記述になっている。家庭分野での学びが家庭・地域・社会・
世界へと広がっていくことと思う。
・人間があって生活があり、自立と共生をめざしていくために、配列もA家族・家庭生活がガイダンスから続いていてつながりがスムースになる。
・食物アレルギーへの細心の記述や、防災についてなど（P.292～２９９他多数）、安全・安心な生活をつくることが強調されていて、非常によい。
・見開きで１項目学習できるスタイルで、授業がしやすいと思われる。
・新しい価値観や取り組みなどが随所に取り上げられ、これからの時代を担う中学生の思考判断に大変参考になる。（物の見方・考え方・科学的視点など）
・SPGsと家庭分野の学習のつながりが具体的に各内容の中で示されていて地球規模の取り組みを関連させられる。

開隆堂76 技術・家
庭

全学年
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見
83 道徳 育鵬社 ２年P119

「母のアナウンス」
母は仕事を頑張り、家事をこなし、病気の弟の世話もするのに、父親は普段は見ているだけで、時々手伝うのみ。母親の素晴らしさを伝えたいのはわかるが、父親の家庭での役
割、家族のありかたは、この話を理想としてもらうと困ると思う。もっと家族で助け合い、とも働きなのだから、父親は日常的に家事や子どもの世話を分担して、母親をもっと
楽にさせてあげるべきだと思う。育鵬社は、どうしても、女は家事育児をかんぺきにこなしたうえで、できればお金も稼いでほしい、という考えをしているように感じ、現代の
社会では違和感がある。中学生に学ばせる教科書としては、偏りがあると思う。
３年P148
「伊勢の神宮こころのふるさと」
伊勢神宮を題材に、神と国と国民を一体のものとして扱っているように読める。
教育は特定の宗教とは距離をおくべきであり、教科書の中で神道の考え方だけを尊重したり、伊勢神宮だけを取り上げるのはおかしいと思う。全体に育鵬社は、偏りがありすぎ
ると感じる。
以上のように、育鵬社の教科書は、特定の思想や、現在の政府の考え方に寄っている部分が多く感じられるが、それは教科書のありかたとしておかしいと思う。
もっと多様な意見を併記したり、歴史的背景、具体的な内容を記述し、子どもたちに自分で考えさせる教科書を、調布市では採択していただきたいと思う。
我が子が使う教科書だからこそ、読んでいて大きな違和感があったり、偏りに疑問がある教科書は使わせたくないです。偏った考えかたで書かれた教科書を選ばないように、委
員さんにはお願いしたいと思います。

84 道徳 1 日本教科書 １年P120　労働のとらえ方
「仕事と心」清掃コンクールで入賞を逃したのは仕事に対する「やさしさ」と気づき努力する話だが、賃金労働が奉仕にすり替えられる危険がある。
意見　日本教科書だけでなく労働をすべて奉仕ととらえさせ、生活のための労働、権利としてとらえる教材が少ない。

２年P119　ジェンダー平等
「母のアナウンス」母は運転手も完璧、家事もこなし病気の弟の世話もこなすが、父は母が大変な時だけ弟の世話を手伝う。この家族のあり方は正しいのか？
意見　日本教科書の良き家庭像はジェンダー平等から遠く、今の時代に合わない。ジェンダー平等をめざす教科書がよい。

85 道徳 日本教科書 戦前の国家神道の考え方を押し付け、いまたいせつなジェンダー平等からほど遠い、古い家族観を押し付ける教科書になっています。採用しないでください

86 道徳 日本教科書 あらかじめ決められた考え方に子どもを誘導するのは心豊かに子どもの心を成長させていく点から大いに問題と思います。教科書通りに授業をすすめる様なものにせず、子ども
達の実態に合ったものをとりあげ話し合い考えさせるのが大事と思います。徳目に合わせて自己評価を強いるような教科書は採用しないでほしい。中学生になれば期待される自
己評価を先どりして書く様にもなりかねません。日本教科書は採用しないで下さい。

87 道徳 1 学研 道徳は学研教育みらいがもっともバランスがよかった。タイトルの下のフレーズも生徒の興味関心をいざなうのにピッタリ。若い先生も教えやすい。
いじめが年間を通じてバランスよく配置されている。SDGｓ教材も充実している。

88 道徳 1 学研 どの教材もタイトルの前に主題が表示されておらず「考え、議論する道徳」を実践しやすい。タイトル以下のフレーズは効果的な言葉がおかれていて、生徒の興味・関心をうま
くいざない、若い先生も授業がしやすい。いじめの教材が年間をとおしてバランスよく配置されているのがよい。

89 道徳 日本教科書 伊勢神宮の紹介では（３年）、神と国と国民を一体のものとして扱うなど戦前の国家神道の考え方を押しつけている。ジェンダーの視点もなく、１年の「仕事と心」では、はた
らいて賃金を得ることを奉仕と同列視している。など問題が多い。今の社会の現実を見ることから社会への向き合い方や生き方を考えられるような教科書を選んでほしい。日本
教科書の採択だけはやめてください。

90 道徳 道徳が教科化され、先生たちは評価をしなければならなくなった。学問としての系列もない“道徳”にどんなものさして評価をするのか。
内心の自由に反する道徳の教科化に反対します。
表面的な“いい事”を強制されると、いじめはなくなりません。

91 全般 コロナの休校をきっかけに教科書でも家庭学習しやすいものが良いと思って拝見しました。
数学・理科では啓林館、英語では三省堂、光村図書がQRコードが多いように感じました。
国語・社会はどの会社とも目立たずあるのかわかりませんでした。
又、休校などがあった時にこういった家庭で勉強しやすいしかけの多い教科書だと助かります。
今回はありがとうございました。

92 全般 全体的に量が増えて、難しくなった印象です。
コロナの影響で学習の遅れ、ついていけなくなる心配があります。
絵、イラストが多く、スモールステップで進んでいくものを望みます。
近年、アレルギーのある子どもが増えており心配です。
特に家庭科で食中毒、アレルギーについて大きく扱って欲しいと願っています。

93 全般 教科書は学校ごとに選んでほしい。
教科書を使って子どもを教える教員の意見を聞いてほしい。そしてここはもっとこのようなことを教えたいという希望をとりあげてほしい。
又、教科書をどのようにして選んだのかを教員、保護者に伝える場をしっかりとってほしい。お互いになっとくのできる教科書を採択してほしい。
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令和３年度に使用する調布市立中学校教科書に関する意見等

意見数　 教科名 学年 教科書会社 意見

95 全般 採択に当っては、教科書を子ども達と共に使う教員、保護者、市民の意見をしっかりとりあげ尊重して選んでください。
内容がとても難かしいです。勉強嫌いがふえないよう、子ども、教師の負担がふえないように。教師が工夫し目前の子どもたちに相応しい方法で指導できるようにしてほしい。
今後も休校が出そうです。本当に大切なことを教師が工夫し授業できるようにしてほしい。教科書では真理真実が重要です。育鵬社などは誤りが多い。採択すべきではありませ
ん。国際性，現代のあり方を重視し，時代遅れ保守的な育鵬社などは取りあげないでください。日本のおくれが情けなくなります。そうでなくても世界の笑いものになっている
日本です。

96 全般 どの教科書も華やかで目をひくように作られているが、自分で読んでじっくり考えるにはこれでいいのか、と考えさせられる。
各教材の後には必ず設問があって、考えさせるようではあるが、実は用意された答えに誘導するようにできている。
これでは考える子どもは育たない。

97 全般 教科書展示についての要望
見本本の展示市内３ヵ所を設置して下さりありがとうございました。
たづくりで私は見本本を見たのですがいすもなく机もなくじっくり比べ読みするのが大変でした。
教育会館１階のテーブルの置いてある場所にも展示場所を作って下さるとすわって見る事ができ良いのに…と思いました。御検討下さい。又、教育会館に常時教科書を見られる
様配置して下さるとありがたいです。

98 全般 教科書については実際にみていないのでわからない。
今回教科書は教育委員会が決めていることを知った。
教育委員会が選んだ教科書について、それを使って生徒に指導をしている教員に教科書についての意見や子ども達の反応等についての意見を聞くことも大切だと思う。
これからの社会を築き支える未来の子ども達にいろいろな角度から考える力、行動力をつける内容であってほしいと思う。

調布市における教科書採択に関する手続きについては、全体的に公開性が保たれ、公正に行われているものと考えております。
また、採択にあたっては、市民から寄せられた意見についても、教育委員の皆さまにおいて参考にされているものと理解しております。
しかし一方、教員の意見がどのように反映されるかについては、形式的にはともかく、実質的には不明瞭な点が感じられるので、その点の改善を求めたいと思います。
いうまでもなく、教科書は、児童生徒が学ぶにあたって、教員が主要な教材として使用するものです。だとすれば、複数発行されている教科書の中で、調布の子どもたちにとっ
てどの教科書がもっとも適切であるかを、だれよりも直接に感じとり評価できるのは、教員をおいてほかにないと考えます。もちろん多数の教員が多様な地域や学校の環境のも
とで教育を進めているわけですから、調布の全ての教員の意見が一致することはありえないでしょう。ですから学校ごとに教科書を選ぶのが良いという考え方もありますが、そ
のことはしばらくおくとして、現行の教育委員会ごとに一種の教科書を選ぶという制度のもとでは、とりあえずは、教員の多数の意見を尊重して教科書を選ぶことが基本的には
最も妥当な方法といえるのではないでしょうか。ただし、教育委員会には、市内の教育全般を見通すなかでの独自の権限と識見もあってしかるべきですから、教員の多数の意見
とは異なる教科書を、教員に対する説得力ある説明をともなって選ぶことをまったく否定するものではありません。いずれの場合においても、まずは教員の意見はどこにあるか
ということが、採択を決める教育委員会に提示され、それを基礎的資料として採択にかんする審議を進めることを求めたいと思います。
では調布市における教員の意見がどのような形で集約されるのかという問題があります。私は現行の調布市における採択制度の中にそれがすでに組み込まれていると考えます。
すなわち、各教科教科書調査委員会と、その調査結果を集約する教科書調査運営委員会がそれにあたると思います。
ところが、これまでの教育委員会での審議を傍聴しておりますと、たとえば、教育委員の方が調査委員会の責任者に、教科書のある部分に関して、Ａ社のような扱い方とＢ社の
ような扱い方とがあるが教員の皆さんはどちらがいいとお考えですかという趣旨の質問をされたことがありましたが、調査委員会の責任者の方は、どちらの扱い方でも教員は対
応できますとお答えになり、どらがよいかは明示されませんでした。もちろんどちらがよいかは一概に言えない場合もありうるとは思いますが、教員の側から教科書の優劣を言
うことは教育委員の採択権を侵すから絶対に口に出してはいけないというような雰囲気を感じざるをえませんでした。実際、昨年度の小学校教科書採択にあたっても、調査委員
の先生方のたいへんなご苦労で詳細な調査報告書が作成されましたが、そこにも教科書の全体についても部分についても優劣の評価はまったく書かれておりませんでした。
実はそのことについて国会で問題にされたことがあります。第１８９国会における平成２７年４月２２日の衆議院文部科学委員会でのことです。畑野君枝委員の質問に対し、Ｉ
ＬＯとユネスコが採択した「教員の地位に関する勧告」の６１項で「教員は…教科書の選択並びに教育方法の適用にあたって…主要な役割が与えられる」とされており、これは
日本政府も尊重するべきこと、教育行政機関に教科書採択権があるのは日本と中国だけということを文科大臣と政府参考人が答えたことを前提にして、さらに政府参考人は、採
択権者は教員などが行う綿密な調査研究の結果を十分に吟味し審議することが必要であること、その調査研究の結果としてなんらかの評定を付しそれもさんこうに教科書の採択
を行うことは不適切ではないと明確に答弁しています。
調布市教育委員の皆さまが、これまで各教科書を全部読み込んで採択の審議に参加しすべての教科の教科書についてご自身の意見を表明されるというたいへんな努力をされ、か
つ採択審議の公開性・公正性を守るための努力をされてきたことには本当に敬意を表するものです。ですが、今後は具体的な教科書内容の吟味・評価は主に現場の先生方に委
ね、教育委員の皆さまには現場の先生方が綿密な調査研究ができる環境条件を整備していただき、さらに提出された調査報告が市民・保護者の目から見て納得できるものである
かどうか、欠けている視点はないか、などより広い視野から吟味、評価、審議するという方向に向かうほうが教育委員会としての独自の役割を発揮していただけることになるの
ではないかと考えております。
以上述べてきましたように、まずは調査研究報告の在り方を、各教科書全体について、または各部分について、教員の立場から優劣をできるだけ明記する方向に変えるよう取り
計らっていただきたいと思います。もちろん優劣をつけがたい場合も当然あるでしょうから、その場合は優劣をつけがたいとすればよいと思います。
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