
                               

議案第１８号  

 

 

 

平成３２年度（２０２０年度）使用の世田谷区立小学校教科用図書  

の採択の基本方針  

 

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

平成３１年４月２３日  

 

                        （提出者）  

                        世田谷区教育委員会  

                          教育長 堀 恵子  

 

 

 

 

 

（提案説明）  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び義務教育諸学校の教科用図

書の無償措置に関する法律並びに、教科書の発行に関する臨時措置法の規定等

に基づいて、平成３２年度（２０２０年度）使用の世田谷区立小学校教科用図

書の採択を適正かつ公正に行うための基本方針を定める必要があるので、本案

を提出する。  
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平成３１年４月２３日 

教 育 指 導 課 

 

平成３２年度（２０２０年度）使用の世田谷区立小学校教科用図書の採択の基本方針 

 

１ 主旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）及び義務教

育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２号）並びに、

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和２３年法律第１３２号）の規定等に基づいて、

世田谷区立小学校において平成３２年度（２０２０年度）から使用する教科用図書（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）附則第９条に規定するものを除く。以下「教科書」

という。）の採択を適正かつ公正に行うため、採択の基本方針を定める。 

 

２ 採択の方針 

（１）学習指導要領及び世田谷区教育要領を踏まえ、各教科の目標や内容に即し、幼児

教育及び中学校との連携を踏まえた世田谷区の教育にふさわしい教科書を採択す

る。 

（２）教科書の採択にあたっての観点は、別紙「平成３２年度（２０２０年度）使用小

学校教科用図書調査研究基準」に基づいて行う。 

（３）文部科学省初等中等教育局長通知「教科書採択における公正確保の徹底等につい

て（通知）」（平成３１年３月２９日付３０文科初第１８５３号）及び、文部科学

省初等中等教育局教科書課長通知「２０２０年度（新元号２年度）使用教科書の

採択事務処理について（通知）」（平成３１年３月２９日付３０初教科第３３号）

並びに、東京都教育委員会教育長通知「教科書採択における公正確保の徹底及び

平成３２年度使用教科書の採択事務処理について（通知）」（平成３１年４月１６

日付３１教指管第３２号）等に留意して事務処理を行う。 

 

３ 教科書採択の公正確保 

（１）教科書の調査研究を行う調査員等について、採択に直接の利害関係を有する者や

特定の教科書発行者と関係を有する者は選任しない。 

（２）教科書採択の審議は、採択にあたって設置する教科書検討委員会等の報告を受け

て行う。 

（３）区教育委員会の会議の傍聴は、世田谷区教育委員会傍聴規則（昭和５７年２月１

日世教委規則第１号）に則って行い、適切な教科書の採択環境を確保する。 

 

４ 教科書検討委員会等の設置 

採択の方針に基づいて、採択するための教科書を選定するため、教科書検討委員会を

設置し検討を行う。教科書の専門的な調査研究を行うために、教科書調査研究委員会を

設置する。 
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（１）教科書検討委員会 

教科書検討委員会は、１０人の委員で構成し、委員は次のとおりとする。 

① 区立小学校長会代表 

② 区立小学校副校長会代表 

③ 区立小学校教務主任会代表 

④ 区立小学校教育研究会代表 

⑤ 区立中学校長会代表 

⑥ 区立中学校教育研究会代表 

⑦ 保護者の代表（２人） 

⑧ 学校運営委員の代表 

⑨ 社会教育委員の代表 

（２）教科書調査研究委員会 

教科書調査研究委員会は、教科ごとに設置し、委員は、必要な専門性を有する区

立小・中学校に在籍する校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭の

職にあるもののうち１５人以内で構成する。 

（３）教科書検討委員会及び教科書調査研究委員会の会議は、公開しない。 

 

５ 採択に関する情報の公表 

  教科書の採択後において、採択結果、採択時の教育委員会議事録及び教育委員会で審

議に要した資料を公表する。 



（別 紙） 

平成３２年度（２０２０年度）使用小学校教科用図書調査研究基準（案） 

 

Ａ 内容 

    学習指導要領・世田谷区教育要領との関連、中立性、基礎的・基本的な「知識・技能」

の習得に関する内容、「思考力・判断力・表現力等」の育成、学びを人生や社会に活かそ

うとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養、各教科等の見方・考え方に関する内容、

主体的・対話的で深い学びにつながる内容、問題解決的な学習の工夫、各教科等との関連

付け、個への対応など 

 

Ｂ 幼児教育と義務教育を一体として捉えた考え方   

    幼児教育から小学校への円滑な接続への配慮、体験活動や表現活動に関する内容、学習

内容の繰り返し学習や発展的に学習する内容、中学校への円滑な接続への配慮など 

 

Ｃ 言語活動・伝統や文化に関する教育の取扱い、教科「日本語」との関連 

    言語に対する関心を高め理解を深める内容や学習活動の工夫、わが国の伝統や文化に対

する関心を高め理解を深める内容や学習活動の工夫、読み解く力の育成との関連、新聞を

活用したり、表現活動を取り入れたりする教科「日本語」の学習内容との関連など 

 

Ｄ ＩＣＴ活用の取扱い 

    インターネットや情報通信機器を活用した学習活動の工夫、情報活用能力及び情報モラ

ルの育成を視野に入れた内容、デジタル教材やＱＲコードの取扱いなど 

 

Ｅ 構成・分量 

    精粗の程度、配列、分量、系統性、関連性、発展性、発達段階のおさえ方など 

 

Ｆ 表記・表現 

    分かりやすさ、文字、語句、語法、文法、記号、式、図形などの一貫性や明確さ、人権

への配慮、配色、表現方法の工夫、ユニバーサルデザイン（障害その他の特性の有無にか

かわらず児童にとって読みやすいもの）など 

 

Ｇ 使用上の便宜 

    自学自習への配慮、巻頭・巻末、まとめ、トピック等の内容、複数学年を見通した構成

全体の内容、印刷製本が堅固で使用上の便宜への配慮など 

 

Ｈ 地域性に対する配慮、その他 

  世田谷区の地域性に対する配慮、世田谷区の場所や内容等の記載 
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教　科 受理種目 内　　　　　　　訳　（括弧内は合格点数） 合格点数

国語 東書（３），学図（３），教出（３），光村（３） 12

書写 東書（３），学図（３），教出（３），光村（３），日文（３） 15

社会 東書（４），教出（４），日文（４）                                 　　 12

地図 東書（１），帝国（１） 2

算数 算数 東書（６），大日本（６），学図（６），教出（６），啓林館（６），日文（６） 36

理科 理科 東書（４），大日本（４），学図（４），教出（４），信教（４），啓林館（４） 24

生活 生活 東書（１），大日本（１），学図（１），教出（１），信教（１），光村（１），啓林館（１），日文（１） 8

音楽 音楽 教出（３），教芸（３） 6

図画工作 図画工作 開隆堂（３），日文（３） 6

家庭 家庭 東書（１），開隆堂（１） 2

体育 保健 東書（２），大日本（２），文教社（２），光文（２），学研（２） 10

外国語 英語 東書（１），開隆堂（１），学図（１），三省堂（１），教出（１），光村（１），啓林館（１） 7

道徳 道徳 東書（３），学図（３），教出（３），光村（３），日文（３），光文（３），学研（３），廣あかつき（３） 24

合計 164

国語

小学校(平成30年度教科用図書検定結果）

社会
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３１教指管第３２号 

平成３１年４月１６日 

 

 

 区市町村教育委員会教育長 殿 

 

東京都教育委員会教育長 

中 井  敬 三 

（公印省略） 

 

 

 

教科書採択における公正確保の徹底及び平成32年度使用教科書の採択事務処理について（通知） 

 

 

このことについて、文部科学省から、平成31年３月29日付30文科初第1853号「教科書採択における公正確

保の徹底等について（通知）」（以下「採択通知」という。）及び同日付30初教科第33号「2020年度（新元

号２年度）使用教科書の採択事務処理について（通知）」（以下「事務処理通知」という。）が、別添（写）

のとおり送付されましたので、通知します。加えて、教科書発行者宛ての、同日付30文科初第1854号「教科

書採択の公正確保について（通知）」（以下「発行者宛て通知」という。）が、参考送付されましたので、

併せて送付します。 

教科書採択における公正確保の徹底等につきまして、域内の学校をはじめとする各関係者に対して通知の

趣旨を改めて周知していただき、より一層の公正確保を図っていただくよう格段の御配慮をお願いします。 

また、採択事務につきましては、下記の事項に留意して事務処理に遺漏のないようお願いします。 

  

記 

 

１ 教科書採択の公正確保 

（１）教科用図書選定審議会の委員又は調査員等の選任 

・ 教科書採択に直接の利害関係を有する者は選定審議会の委員とすることはできず、調査員等として

選任することも不適当である。また、特定の教科書発行者と関係を有する者を、選定審議会の委員又

は調査員等として選任することは適当ではない。 

このため、各教育委員会や学校で設置する選定委員会委員や教科書の調査研究を行う調査員につい

ては、教科書発行者との関係について聴取又は自己申告を求めるなどした上で、特定の教科書発行者

と関係を有する者が教科書採択に関与することのないよう留意すること（参照：採択通知１（１））。 

 

※１ 「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」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規則の一部を改正する省令等の公布、施行について」（平成28年６月

20日付け28文科初第32号初等中等教育局長通知）の「第一２．留意事項」を参照すること。 

※２ 採択権者である教育委員会における扱いについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第14条第６項を参照すること。 

※３ 平成30年度に検定を経た教科書の編著作者及び編集協力者に関する情報、教師用指導書及び教科

書準拠周辺教材の執筆者に関する情報は、４月末を目途に文部科学省等から情報提供される予定で

ある。別途連絡するので、参照すること。 
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（２）教科書見本の取扱い 

・ 教科書発行者から各教育委員会等に送付される教科書見本の種類及び部数の上限は、毎年度文部

科学省が教科書発行者に通知しており、それを超える送付、又は教師等採択関係者（以下「採択関

係者」という。）に対する献本若しくは貸与は認められていない。教科書発行者に対して上限を超

える送付、又は献本若しくは貸与を求めることのないよう十分注意すること。 

・ 教科書発行者から上限に満たない部数の送付があった場合に、採択権者から追加送付を求めるこ

とは差支えないが、教科書見本の送付は教科書発行者の判断に委ねられるものであることに留意し、

無理な送付を求めることのないようにすること。 

・ 教科書見本と併せて又は個別に、教科書の内容解説資料など教科書発行者が広く無償で配布する資

料を受け取ることは差支えないが、資料の名称を問わず、有償の商品やサービスを無償又は廉価に提

供を受けるなどの、不当な利益供与は禁止されているので注意すること。 

・ 授業研究や教材研究等のための採択期間終了後における教科書見本の送付は、平成31年度からは行

われないため、教科書発行者に対して、教科書見本の献本や貸与を求めることのないようにすること

（平成30年10月20日事務連絡「採択期間終了後の教科書見本の提供廃止等について」で通知済み）。

 また、採択期間に送付された教科書見本を、採択終了後の授業研究や教材研究のために有効活用す

ること。 

・ 学校教育法第９条の一部改正により定められた「学習者用デジタル教科書」は、紙の教科書の内容

と同一であるため、完全見本の提供や貸与を受けてはならない。 

・ その他、特に留意すべき事項は、採択通知１（２）を参照すること。 

 

（３）過当な宣伝活動等への対処 

・ 各教育委員会においては、採択関係者が、文部科学省及び東京都の指導や「教科書発行者行動規範」

（一般社団法人教科書協会）に違反する行為について、教科書発行者へ求めることのないようにする

とともに、教科書発行者からそのような申出があった場合は明確に断るよう、周知徹底すること。 

・ 教科書発行者による不適切な行為が確認された場合には、速やかに所属する学校の校長に報告すべ

き旨を、全ての教師等に指導するとともに、学校から報告を受けた教育委員会にあっては、速やかに

教育庁指導部管理課教科書担当に報告すること（採択通知１（３））。 

 

（４）検定申請本の取扱いについて 

・ 検定申請本の内容については厳格な情報管理が求められており、教科書採択を勧誘するための宣伝

活動等に使用することは一切認められていない。この旨を全ての採択関係者へ周知徹底すること。 

・ 平成30年度検定を経た教科書等の編著作者及び編集協力者は、検定期間中に検定申請本の内容の一

部を了知し、又は特定の教科書発行者と関係を有するため、教科書採択に関与することのないよう留

意すること（参照：本通知「１（１）※３」）。 

 

【参考資料】 

〈別紙１〉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規則の一部を改正する省令等の公

布、施行について(通知）（平成２８年６月２０日付２８文科初第４３２号） 

〈別紙２〉教科書発行者行動規範（改訂版） 

 

 



 

3 

 

２ 平成32年度使用教科書の採択 

（１）小学校用教科書 

学校教育法附則第９条第１項に規定する教科書以外の図書（以下「附則９条本」という。）を使用

する場合を除き、追って送付する「小学校用教科書目録（平成32年度使用）」に登載されている教科

書のうちから、全教科の教科書について、新たに採択を行う（参照：採択通知３（１）、事務処理通

知１（１））。 

検定結果については、文部科学省「【参考】小学校（平成30年度教科用図書検定結果）」を参照す

ること。 

 

（２）中学校用教科書 

「特別の教科 道徳」以外の教科書について新たな採択を行うこととなるが、平成30年度検定にお

いて新たに合格した図書がなかったため、附則９条本を使用する場合を除き、追って送付する「中学

校用教科書目録（平成32年度使用）」に登載されている、前回の平成26年度検定合格図書等のうちか

ら採択を行う。 

採択に当たっては、例年どおり採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究を踏まえた上で、適

切に採択が行われることが必要であるが、その際、４年間の使用実績を踏まえつつ、平成27年度採択

における調査研究の内容等を活用することも可能である（参照：採択通知３（２）、事務処理通知１

（２））。 

 

※ 平成26年度検定合格図書に関する教科書編集趣意書は、文部科学省ホームページ

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1364484.htm）に掲載されている。 

※ 平成27年度教科書見本の時点からの変更個所をまとめたものが、一般社団法人教科書協会から４

月中に送付される予定である。別途連絡するので、参照すること。 

 

（３）特別支援学校（小・中学部）用教科書 

附則９条本を使用する場合を除き、追って送付する「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録（平

成32年度使用）」に登載されている教科書のうちから採択を行う（参照：採択通知３（３））。 

 

（４）高等学校用教科書 

附則９条本を使用する場合を除き、追って送付する「高等学校用教科書目録（平成32年度使用）」

に登載されている教科書のうちから採択を行う（参照：採択通知３（５）、事務処理通知１（３））。 

 

（５）附則９条本 

特別支援学校、特別支援学級及び高等学校等においては、教科書目録に登載されている教科書以外の

教科用図書を採択することができる（参照：採択通知３（６））。 

なお、特に注意すべき点については、事務処理通知１（４）を参照すること。 

 

 

３ 教科書見本の取扱い 

（１）送付時期 

教科書見本は、教科書発行者から、採択事務に支障がないよう速やかに送付されることとされてお

り、４月末日（教科書センターについては５月末日）が期限とされている（事務処理通知２（２））。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1364484.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1364484.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1364484.htm
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（２）留意事項 

教科書見本の送付先と送付部数は、文部科学省から教科書発行者に対して指導がされているので、

本通知１（２）のとおり、取扱いに十分注意すること。 

 

（３）送付先と送付部数上限 

教科書見本の送付先と送付部数限度は下記のとおりである（参照：発行者宛て通知（採択期間にお

ける教科書見本の取扱いについて）。 

 

ア 小学校用教科書 

 

 

 

 

 

 

※ 平成30年12月26日付30教指管第1062号「平成32年度使用小学校用教科書 採択用見本の送付

部数等の調査について（依頼）」により、教育長及び教育委員の数が５人を超える場合（又は

５人に満たない場合）の送付部数の増減希望があった教育委員会等については、一般社団法人

教科書協会宛てに、希望内容を提出済である。 

※ 上記送付部数は、教科書発行者から採択権者等に送付することができる上限であり、教科書

見本の送付は教科書発行者の判断に委ねられるものであることに留意し、無理な送付を求める

ことのないようにすること。 

 

イ 中学校用教科書 

・特別の教科 道徳 

平成31年度においては、法令に基づいて前年度と同一の教科書を採択することとなるため、教

科書見本は送付されない。 

ただし、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規則（昭和３９年文部省令

第２号）第６条各号に掲げる場合には、採択権者から希望があれば、上記（３）アの取扱いに準

じて送付可能である。 

・「特別の教科 道徳」以外 

平成30年度検定において新たに合格した図書がなかったため、教科書見本は送付されない。採

択権者が保管している教科書見本又は現行の供給本によって対応すること。 

 

※ 平成30年10月11日付30教指管第797号「平成32年度使用中学校用教科書見本の送付希望の提出

について（通知）」及び平成30年12月19日付事務連絡「平成32年度使用中学校用教科書の見本

申請内容の確認について」により、教科書見本の紛失・棄損等の理由により送付希望があった

教育委員会等については、一般社団法人教科書協会宛てに、希望内容を提出済である。 

 

ウ 中等教育学校（後期課程）用教科書 

平成30年度検定において新たに合格した図書がなかったため、教科書見本は送付されない。採択権

送付先 送付部数の上限 

特別区・中核市の教育委員会 教育委員会用８部、採択地区用４部  計１２部 

その他の教育委員会（単独採択地区） 教育委員会用５部、採択地区用４部  計 ９部 

その他の教育委員会（共同採択地区） 教育委員会用５部、構成市町村数＋３部 

教科書センター 各２部 
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者が保管している教科書見本又は現行の供給本によって対応すること。 

 

・平成29年度以前に検定を経た教科書について 

平成30年度以前に教科書見本が送付されていない場合には、以下のとおり送付可能であるが、

その趣旨は、教科書採択に当たっての調査研究等の用に供するためである。既に有償で販売され

ている教科書であり、利益供与との疑念を生じさせないよう、当該年度あるいは次年度以降の授

業等の用に供することを目的として送付を求めることのないよう注意すること。 

また、送付された教科書については、翌年度以降の採択替えの際の調査研究に支障が生じない

よう、各学校において適切な保管・管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

４ 東京都教育委員会における平成31年度調査研究に関する日程（予定） 

小学校については平成32年度から新しい学習指導要領が実施されることから、小学校用教科書全教科に

ついて調査研究を行うとともに、新学習指導要領を指導するのに適した附則９条本の候補図書についても

調査研究を行う。このため、従来よりも調査研究資料作成に時間を要する見込みである。 

 

【調査研究に関する日程（予定）】 

 

 

５ 今後の検定・採択周期について 

中学校については平成33年度から、高等学校については平成34年度から新しい学習指導要領が実施され

る予定となっている。平成32年度以降の採択事務処理の準備に当たっては、今後の検定・採択の周期につ

いての文部科学省通知（事務処理通知）の「【別記】検定・採択の周期」を参照すること。 

 

 

６ 教科書展示会について 

東京都では、各教科書センターにおいて法定展示会を行う。 

送付先 送付部数の上限 

高等学校に置かれる課程（全日制・定時制・通信制） 

（中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。） 
原則各１部 

時期（予定） 小学校用教科書 附則９条本 

４月 ～末日 教科書見本受領 候補図書納品 

５月 調査研究開始 調査研究開始 

６月 調査研究資料の作成開始 調査研究資料の作成開始 

下旬 東京都教科用図書選定審議会①  

～末頃 教育委員会（審議会①の報告） 

教科書調査研究資料の冊子の発送開始 

東京都教育委員会ＨＰにＰＤＦ版を掲載 

 

７月 初旬 東京都教科用図書選定審議会②  

中旬  教育委員会（審議会②の報告） 

調査研究資料の冊子の発送開始 

東京都教育委員会ＨＰにＰＤＦ版を掲載 
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また、法定展示会に先立ち、特別展示会を10日間行う予定である。教科書法定展示会の開始の時期及

び期間は、６月14日から14日間である（閉館日を除く。）。 

教科書センターの設置場所等詳細については別途周知する。 

 

 

７ 需要数の報告について 

需要数報告期限後の大幅な需要数変更は、教科書の発行及び供給に混乱を生じさせるので、採択地区

の設定・変更、学校及び学科の新設・廃止等、新たに採択する必要が生じた場合によるほかは、極力変更

がないよう、正確な数の把握に努めること（事務処理通知４（１）(３)）。 

 

 

 

＜連絡先＞ 

東京都教育庁指導部管理課 教科書担当 二木 

電話：０３－５３２０－６８３４ 

FAX：０３－５３８８－１７３３ 



採択までの流れ（小学校）
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