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文部科学省著作教科書(養護学校用)及び

学校教育法第 107条に規定する教科用図書に関する研究 1

三浦道弘*
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第 1章 知的障害を有する児童生徒に対する教科書について

1 教育現場における実践と生徒近年の産業別就職者の動向との軍離

文部科学省が委嘱して設置した 121世紀の特殊教育の在り方に関する調査協力者会議」

(座長二河合隼雄・国際日本文化研究センター長)は、教育・福祉・労働の各分野にわた

ネ北海道大学大学院教育学研究科教育計画講座修士課程修了
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って、ノーマライゼーションの理念を実現するための様々な取組みが進められていること

や特殊教育を取り巻く最近の動向等を踏まえながら 21世紀の特殊教育の在り方について

検討を重ね、平成 13年 1月 15日に i21世紀の特殊教育の在り方について~一人一人の

ニーズに応じた特別な支援の在り方について~(最終報告) J 2を取りまとめた。その中

で、障害を有する児童生徒子どもたちの今後の具体的な自立や社会参加を促すことの重要

性を述べる程度にとどまっている。

学校生活から社会生活への移行は、誰もが越えなければならない人生における転換期で

ある O その中でも、知的障害を有する児童生徒たちの社会生活への移行は、本人にとって

も保護者にとっても大きな課題となっている。移行の準備は、それぞれの段階に応じて自

然な流れの中で行われなければならない。学校は、社会生活を橋渡しする最終段階として

本人のライフプランを見据えた教育内容を選択し、最大限その障害に応じた「自立」を可

能にする教育活動を展開することが求められている O

養護学校高等部卒業後の就労分野は、時代の流れとともに大きく変化しているが、現在

の特殊教育における教育内容はその変化に対応しているであろうか。近年の養護学校高等

部卒業者の産業別就職状況をみると、従来は圧倒的に多かった農業や製造業(第 1次産業

や第 2次産業)から小売業やサービス業(第 3次産業)への就職者数が大きく伸びてきて

いることがわかる o [図 1-1]

こうした高等部における生徒の進路希望に即した職業教育を一層進める観点から平成

11年に改訂された学習指導要領において、高等部に情報、流通・サービスが選択教科と

して新設された。しかし、知的障害養護学校中学部や高等部で行われている職業教育の現

状は農業科・工業科・家政科・窯業科など従来通りの職業訓練的な教育内容が中心に行わ

れているのが実情であり、小売業やサービス業にとって重要な「読むJi書く Ji聞く Ji話

すJi計算する」といった最低限の基礎学力を育てる教育内容を近年の多種多様な社会ニ

ーズに適応したものに見直し、小学校や養護学校小学部に入学した初期段階からのカリキ

ュラムの再検討が必要になっていると考えられる O 知的障害養護学校(以下、知的障害学

校)や知的障害特殊学級(以下、知的障害学級)の卒業生たちの中には、能力的に十分に

就労することが可能な生徒たちがいるにもかかわらず、職業人としての基礎学力不足、言

語・コミュニケーション能力不足、基本的生活習慣の未確立(時間認識の不足など)など

により就労を制限されて施設入所を余儀なくされたり、作業所や授産施設などに通うこと

を余儀なくされたりしている青年たちが少なくない。また、希望どおりに就職できたとし

ても勤務先の同僚たちとの意思疎通困難や指示理解不足、いじめなどによって仕事を継続

していくことができなくなり、知的障害を有する青年の離職率の高さも深刻な問題となっ

vぐし、る O

ところで、窪島務(1994) は、我が国では 1980年を前後して、障害児教育の量的拡大

の主役が軽度障害児から発達障害児に転換し、ここに我が国の障害者教育の独自性を見る

ことができることを指摘した 3。また、渡辺健治(1997) は、知的障害を有する児童生徒

の能力や発達における限界や特性を強調し、その上に立って「生活主義教育」を標梼する

「生活単元学習Iや高等部における「職業教育」の異質性の問題を戦後の養護学校や特殊

学級での教育方法史の視点から検証している 4。我が国の障害を有する児童生徒に対する

教育は、障害の程度の重い児童生徒へ傾倒し、狭い意味での職業教育・職業訓練教育に偏
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りすぎていて、国語や算数・数学、理科、社会といった基礎的な教養をどう身につけさせ

ていくか、それぞれの発達段階にふさわしい力量をどう形成していくかといった点につい

て十分ではないという問題があるヘしかし、近年こうした問題に関する疑問の声は、「働

く力は、働く学習以外の学習で養われる Iという言葉に集約される全国教育研究会におけ

る関西地方の養護学校からの実践報告や障害の重い児童生徒を含めた教科指導の在り方

の研究、教科を中心に据えた教育課程研究など、学校教育の中で作業や職業に関する時間

を大きく取ることによって縮小され、補完的に位置づけられている「教科別の教育」の在

り方を見直していこうとする動きも全国的に少しずつ広がりを見せているつまり、「職

業教育」中心の教育課程こそが働く力・進路を選択する力を育成することができるのだと

短絡的に考えていくことに対して、国語や算数・数学、理科・社会などの幅広い豊かな教

養を身にっけながら社会参加を目指していくことができるような小・中・高等部の教育課

程への転換を図っていこうとする取り組みである O

121世紀の特殊教育の在り方について~一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り

方につい~(最終報告)Jで述べられている情報技術(IT) を活用して就労や社会参加を

促すことについても、 ITを使用していくための前段階として言葉や文字の知識、数の知

識が正しく習得されなければ ITを活用した就労を実現していくことは困難である O また、

豊かな教養を身にっけながら人とのコミュニケーションを図ることができる能力の育成

を重視していかなければ、 ITが活用できるようになったとしても障害を有する青年に社

会参加をスムーズに促していくことは非常に困難であることは明白な事実なのである O

2 教育現場における実践と保護者たちの教育要求との本離

「うちの子どもにも教科書がほしいI

知的障害を有する我が子を知的障害学校や小学校の知的障害学級などに通わせている

保護者たちのこうした切実な願いとは反対に、実際の教育現場においては、児童が小学校

や養護学校小学部 1年生に入学した段階でも知的障害を理由に教科書が給与されないケ

ースも少なくないようである O また、知的障害学校や知的障害学級などで行われている生

活・経験を中心とした教育実践が保護者たちの思い望んでいる教育要求とは合致せず、東

京都練馬区など全国各地で知的障害を有する児童生徒への教育の在り方をめぐって様々

な論争も起こるようになっている 70

こうして教育現場における実践と保護者たちの願いや教育要求の希離に関する次のよ

うな研究がある O 大高一夫・高橋智 (2000) が行った東京都江東区にある養護学校小学

部・小学校特殊学級に子どもを在籍させている保護者たちへの意識調査によると、保護者

たちは特に国語(ことば・文字)と算数(数量関係)の教科に対する教育要求が高いこと

が示されたが、現在の養護学校や特殊学級での教科指導の現状には強い不満を表明してい

た。養護学校や特殊学級は、数・言語・文字などの習得を保障し、基礎学力の獲得を目指

した教育の在り方が今後の重要な実践的課題であることが報告されている 8。戦後、我が

国の知的障害を有する児童生徒への教育は、学校教育法施行規則第 73条の 11の第 2項

において領域・教科を合わせた指導が可能であることが規定され、経験や生活を重視する

「生活主義教育」としての「生活単元学習」や「遊びの指導J1作業学習」などが教育課

程の中心となって独特の教育が作り上げられてきた 9。しかし一方で、「教科別教育Iに
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対する教育内容や教育方法の可能性も検討・模索されながら今日に至っているのが実情で

ある 10 。

現在、知的障害を有する児童生徒が国語や算数といった教科別学習で使用するための教

科書は、文部科学省検定済み教科書(以下、検定教科書)や文部科学省著作教科書である

養護学校(知的障害教育)用教科書(通称穴印本と呼ばれている O 以下、女印本)、そし

て、学校教育法第 107条に規定している市販の絵本などの教科用図書、通称 107条本(以

下、 107条本)を使用することができることになっている。知的障害児養護学校や知的障

害特殊学級などにおいて、どんな教科書がどのくらいの割合で採択されているのか検証し、

教育に携わる教員たちの教科書観を調査していくことは、その学校・学部・学級の教育目

標や教育課程のほかにも教育観・障害観・発達観等が反映されて、各学校・学部・学級で

知的障害を有する児童生徒たちの教育がどのように展開されているのか現状を把握する

ための重要なポイントの一つになると考えられる 11。しかし、大印本が初めて編集・発

行された 1960年代には活発に議論されていたカ印本の採択状況や使用方法、教材研究な

ども昨今では、その採択状況や問題点の把握・分析などの研究はほとんどなされていない

のが現状である 120 

そこで本稿では、初等教育から後期中等教育(小学校知的障害学級・情緒障害学級、中

学校知的障害学級、情緒障害学級、知的障害養護学校小学部・中学部・高等部、知的障害

高等養護学校)に至るまで、知的障害を有する児童生徒たちが各学校・各段階において「読

むJ1書く J1聞く J1話すJ1計算する」といった基礎的な学力・教養を育成していくため

に、どんな教科書を使用しているのか具体的な使用状況の現状が把握できるように北海道

を対象事例にしながら実証的に研究していく。また、知的障害を有する児童生徒の教育に

携わる教員に対して、現在採択している大印本や 107条本などに関する教科書観につい

ても児童生徒一人あたりの採択数が多い学校を中心に調査を進め、活用の仕方や問題点な

ども検証していきたいと考えている。

この研究を通じて、「穴印本」及び 1107条本」という視点から知的障害を有する児童

生徒の教育のこれまでと、今後の教育の方向性についても改めて検討していきたい。

3 知的障害を有する児童生徒の教科書について

( 1 )教科書とは何か

現在、我が国の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・盲学校・聾学校及び養護学

校で使用されている教科書は、大きく 3種類に分けられる。

第一は、文部科学大臣の検定を経た検定教科書である。教科書検定制度は、我が国の教

科書制度の基調となっており、小学校・中学校・高等学校及び中等教育学校用として発行、

使用されている教科書のほとんどが検定教科書である。

第二は、文部科学大臣において著作権を有する文部科学省著作教科書である O 文部科学

省著作教科書は、需要数が少ないために民聞の著作が期待できない家庭・農業・工業・水

産・看護など高等学校の授業に関する教科の一部及び盲学校・聾学校・養護学校における

教科につき、文部科学大臣において著作し、出版権を設定して発行者に発行させるもので

ある。

第三は、検定教科書及び文部科学省著作教科書以外のいわゆる 107条本である。教科
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書の発行に関する臨時措置法(以下、教科書法)第 2条第 1項・学校教育法第 107条な

どにおいて、「教科書Iという時には 107条本は含まれない。 107条本を含む場合には「教

科用図書」というが、ここでは、記述の便宜上から教科書と称することとする。

児童生徒が学校で使用する「教科書Iの定義として、教科書法第 2条第 1項で次のよ

うに規定されている。

この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ず

る学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供

せられる児童又は生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名

義を有するものをいう。

教科書は、教育課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教材として教育内容に

深く関わってくるものであり、学校教育法上の意義は極めて大きく知的障害を有する児童

生徒にとってもその重要性は何ら変わるものではないのである O

こうした教科書の使用に関しては、学校教育法第 21条第 1項で次のように規定されて

いる。

小学校においては文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科学大臣が著作を有する教科

用図書を使用しなければならない。

そして、同法第 40条・第 51条・第 51条の 9第 1項・第 76条で、中学校・高等学校・

中等教育学校及び盲・聾・養護学校に準用されており、これらの学校で教科を履修する場

合は、検定教科書または大印本が発行されているものは必ずこれを使用しなければならな

いのである。しかし、知的障害を有する児童生徒用の検定教科書は、需要数が少なく経済

的にも採算が取れない面があるために発行されていない。そのため、検定教科書も大印本

も知的障害を有する児童生徒に対して適切でない場合については、その例外として同法第

107条の規定により他の図書を教科書として使用することができるとされており、次のよ

うに規定されていることが大きな特色となっている O

高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、

当分の問、第二十一条第一項(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条にお

いて準用する場合を含む，)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第二十一条

第 項に規定する教科書以外の教育用図書を使用することができる。

(関連法令:学校教育法施行規則第 58条・ 65条 10③・第 73条の 12②・第 73条の 16②・第 73

条の 20)。

この学校教育法第 107条に規定する教科用図書が、通称 107条本と呼ばれているもの

であり、養護学校や特殊学級等では下学年の検定教科書や穴印本、市販されている絵本等

の一般図書を使用できることになっている。
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以上の点、を要約すると、知的障害を有する児童生徒が学校において使用する教科書は、

① 当該学年用の文部科学省検定済み教科書(検定教科書)

② 下学年用の文部科学省検定済み教科書(検定教科書)……107条本

③ 当該学年用の文部科学省著作教科書(大印本)

④ 下学年用の文部科学省著作教科書(カ印本) ••• ...107条本

⑤ 絵本等の市販されている一般図書……107条本

以上の 5点ということになる O なお、一般的に 1107条本」と呼ばれているのは⑤の絵

本等の市販されている一般図書のことを指しているが、厳密に分類すると、当該学年用の

検定教科書並びに文部科学省著作教科書以外の②・④・⑤の全てが 107条本ということ

になっている。

( 2 )文部科学省著作教科書(養護学校用)について

知的障害を有する児童生徒用の文部科学省著作教科書は、文部科学省初等中等教育局特

別支援教育課指導係に問い合わせたところ、編集・発行された当初より現在に至るまで法

令上の正式名称はなく、養護学校(知的生涯教育)教科書や著作教科書と呼ばれていたり、

通称大印本などと呼ばれていたりしている。知的障害を有する児童生徒に対する教科書は、

1点あたりの需要数が少なく民間会社では経済的に採算が取りにくいため検定教科書は

発行されていない。そのため、国語科、算数・数学科、音楽科の 3科目について現在、文

部科学省が著作教科書を編集・発行している。[表 1-1]

知的障害を有する児童生徒の障害の程度は、一様ではないために教科書の学年指定は弾

力化され「カ」印で示されている。「女」は小学部 1~2 年用、「交交」は小学部 3~4 年

用、「大大大 I は小学部 5~6 年用、「大大大大 I は中学部 1~3 年用となっている O なお、

「穴印」は使用の順序も示しており、「女」から順番に使用することとして「交交交」か

ら使用することなどは認められていない。

( 3 )学校教育法第 107条に規定する教科用図書について

知的障害教育用の教科書は、先述したように検定教科書は発行されておらず、カ印本し

か発行されていなし、。また、[表 1-1]のように大印本は小学部および中学部の国語、算数・

数学、音楽の 3教科に限られている。学校教育法第 107条は、このような検定教科書も

大印本も発行されていない場合を予想して高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校及

ひ、小学校・中学校の特殊学級においては、当分の問、文部科学大臣の定めるところにより、

検定教科書及びカ印本以外の教科書を使用することができることを規定されたものであ

ス 13 

学校教育法第 107条の文部科学大臣の規定は、学校教育法施行規則により次に示すも

のである O

第七三条の一二② 前項の規定により特別の教育課程による場合(引用者注 盲・聾・養護学校の

小・中学部、高等部において、特に必要がある場合、特別の教育課程編成ができる)において、文

部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用するこ

とが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用す
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ることができる。

第七三条の二O 前条の規定により特別の教育課程による特殊学級(引用者注:小・中学校、中等

教育学校の前期課程における特殊学級では、必要があれば特別の教育課程編成ができる)において

は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特殊学級を

置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

これらの規定により、盲・聾・養護学校では下学年用の検定教科書や大印本を第 107

条本として使用したり、絵本などの市販の一般用図書を教科書として使用したりすること

ができるのである O そして、小学校・中学校等の特殊学級においても下学年の検定教科書

や穴印本、絵本などの一般図書を 107条本として使用することができることになってい

る。この絵本などの一般図書に関しでも、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課指導

係に問い合わせてみたところ、法令上の正式名称ではないとのことで、 107図書と呼ばれ

ていたり、 107条本などと呼ばれていたりしている O ただし、学校教育法第 107条で一般

図書を選定する場合は、「適切である」ことの条件しかないが、あくまでも教科書である

ことから教育課程の構成に応じて教科の主たる教材として組織排列され、教育目標の達成

上適正なものでなければならない。したがって、特定の題材や一部の分野しか扱っていな

い図書や図鑑、月刊雑誌、練習帳、問題集などは採択不適となっている O

また、価格についても義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下、無

償法)によって無償給与の対象となるので、教科書として妥当なものを採択しなければな

らない規定となっている l40

( 4 )教科書の採択について

教科書の採択に関しては、教科書法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、

地教法)等に加えて、昭和 38年法律第 182号をもって無償法が制定され、義務教育諸学

校の教科書の採択及び発行の制度について改善・整備が図られている O

教科書を採択する権限は、都道府県立の学校については都道府県の教育委員会に、市町

村立の学校については市町村立の教育委員会に属する。ただし、東京都の特別区立の学校

については特例が設けられ、都の教育委員会が教科書の採択をすることになっている(地

教法第 23条第 6項)。そして都道府県教育委員会は、市若しくは郡の区域又はこれらを

あわせた地域に教科用図書採択地区を設定するとともに、都道府県の教科用図書選定審議

会の意見を聞いて、当該採択地区の教育委員会等に採択に関する事務を事務について指導、

助言又は援助を行う。市町村教育委員会等は、都道府県教育委員会の指導・助言・援助に

より、文部科学大臣の作成・送付する教科書目録から、種目(教科書の教科ごとに分類さ

れた単位をいう O 例えば、国語科には国語と書写の種目、中学理科には第 1分野と第 2分

野の種目がある)ごとに 1種の教科書採択の事務を行うのである(無償法第 10条、 11条、

12条)。こうして採択された教科書は、同ーのものを 4年間採択することになっている(同

法施行令第 14条)。市町村立小学校・中学校の教科書採択は、実質的に教科用図書採択

地区内の教育委員会が行っている。しかし、都道府県立学校の場合は、多分に教師の自主

採択に委ねられているのが実情である O そして、国立および私立の学校については、校長
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に採択権があるとされている O

ただし、盲・聾・養護学校及び特殊学級については、前述したように、大印本や検定教

科書を使用することが適当ではない場合などにおいて使用する教科用図書については、種

目ごとに 1種類の図書を教科書目録に登載された教科書の拘束されることなく一般に市

販されている絵本などから採択する。このことから知的障害を有する児童生徒に対する教

育を行うに当たって、教員がどんな教科書を採択するということが非常に重要になってく

るのである。

ここで留意しておかなければならないことは、大印本や検定教科書などの採択の方法が

非常に複雑で、あるという点である。簡単に留意事項を挙げていく。

i )学校教育法第 21条の教科書の採択

小学校または中学校の特殊学級で、特別の教育課程によらない教科の教科書につ

いては所属する小学校・中学校において使用する教科書と同ーのものを使用するこ

とになる O この場合は、例えば、 3年生の児童は通常学級の 3年生の児童と同じもの

を使用することになる。つまり 当該学年用を採択するわけである。

並)学校教育法第 107条に規定する教科用図書の採択

前述のように、検定教科書を使用することが適当でない場合は、当該学校の設置

者の定めるところによって、当該教科について他の適切な教科用図書を使用するこ

とができる。ここで特に留意しなければならない点がある。設置者は、都道府県教

育委員会の指導、助言によって、種目ごとに 1種の教科用図書を採択することはも

ちろん、同一採択地区内の市町村立の小学校・中学校の特殊学級において使用する

107条に規定する教科用図書についても、種目ごとに同ーの教科用図書を採択しなけ

ればならないのである。

温)種目について

1つの小学校・中学校で、児童生徒の障害に応じて通常の小学校・中学校と同様

の教育課程を編成している学級と、特別な教育課程を編成している学級がある場合

は、両者において異なる種目がありえるから、学級ごとに前記 i)による採択と並)

による採択が同時に行われでも問題ない。

iv)採択の期間

義務教育諸学校(無償法第 2条第 1項)の教科書については、 4年間、毎年度、

種目ごとに同ーの教科書を採択しなければならないが、学校教育法第 107条に規定

される教科用図書の場合は除外されている。したがって、学校教育法第 107条によ

って採択されている場合は 1年で種目ごとに変更することが認められている O

v) その他

大印本を採択した場合は、 2年間使用することになっているので、無償給与は 2年

に 1回である O 女印本を採択する場合は、実情に応じて段階を下げて使用しでもよ

い。しかし、軽度の知的障害を有する児童がし、る学級にあっては、中学部用の大印

本を使用することが認められるが、低学年で穴印本を使用してしまい、高学年で検

定教科書を使用する場合の採択は認められていなし、。

知的障害養護学校小学部の生活科の教科書採択は、必ずしも 1種目の教科書に限

定することなく、適切な教科書を採択できる。
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盲・聾・養護学校の高等部で使用する教科書については、盲学校、聾学校、養護

学校および養護学校への就学奨励に関する法律(以下、就学奨励法)により教科書

購入費を支給しているので、教科書購入のための負担はないということができる 1:') 

以上のように知的障害を有する児童生徒に対する教科書は、大変複雑な法令の元におい

て選定・採択されているのであるが、実際の教育現場ではどのような採択状況になってい

るのか次章に老いて北海道を対象事例に現状を検証していくことにする O

なお、採択に関する文書を資料編として掲載している[資料 1-3]ので併せて参照された

し、。

第 2章 知的障害を有する児童生徒の教科書採択に関する調査研究

1.本調査の目的

この章は、女印本や 107条本を使用することが多い知的障害養護学校(以下、知的障

害学校)や知的障害特殊学級(以下、知的障害学級)・情緒障害特殊学級(以下、情緒障

害学級)において、どんな教科書がどのくらいの割合で採択されているのか北海道を事例

に現状を明らかにすることが目的である o 2001 (平成 13) 年度の北海道における知的障

害学校全 36校、知的障害学級または情緒障害学級設置校全 851校の穴印本や 107条本の

採択状況を中心に集計した後、学校別・学部別・採択地区別に分析を試みた。使用した主

な統計データは、北海道教育庁『平成 13年度 北海道学校一覧』、北海道立特殊教育セ

ンター『道内の特殊学級一覧』である。また、教科書需要数の集計に使用した資料は、北

海道教育委員会が各学校から回収した『平成 13 年度使用教科書一覧表~ r平成 13年度使

用義務教育諸学校教科用図書のうち学校教育法第 107条図書(一般図書)の需要報告書』

である O

なお集計の仕方であるが、養護学校や特殊学級などの教科書採択は、記述したように採

択方法や 107条本の扱い方が非常に複雑であるという難点がある(本来 107条本とは、

下学年用検定教科書・大印本並びに絵本などの一般用図書のことをいう)。そこで今回の

需要数については、理解しやすいように絵本などの一般図書のみを 107条本として集計

した。知的障害学校では、①女印本と検定教科書、②107条本と分類し、知的障害学級・

情緒障害学級では、①大印本、②107条本と分類して集計を行った。また、知的障害学校

では国立学校を含めて分析を行ったが、知的障害学級・情緒障害学級では、学校数・学級

数・在籍者数・採択数の集計段階では国立学校を含めたものの、採択率においては採択地

区ごとの状況分析を中心に行ったために含めなかった。学校数については、知的障害学級

と情緒障害学級が併設されている学校は 1校としてカウン卜したが、学級数では開設され

ている実数を累計した。

2. 北海道における教科書採択と特殊教育の概要

北海道における教科書採択の仕組みについては、[表 2-1]16を参照されたい。

-53・



3. 知的障害学校の採択状況(資料参照)

( i )小学部

ア カ印本・検定教科書

イ 107条本

ウ カ印本・検定教科書・ 107条本の合計

ここ 大印本の教科別採択数

オ 107条本の教科別採択数

(並)中学部

ア カ印本・検定教科書

イ 107条本

ウ カ印本・検定教科書・ 107条本の合計

ここ 大印本の教科別採択数

オ 107条本の教科別採択数

( iii )高等部

ア カ印本・検定教科書

イ 107条本

ウ カ印本の教科別採択数

ここ 検定教科書の教科別採択数

4. 知的障害学級・情緒障害学級

( i )小学校の知的障害学級・情緒障害学級

ア 大印本・検定教科書

イ 107条本

ウ 大印本・検定教科書・ 107条本の合計

こに カ印本の教科別採択数

オ 107条本の教科別採択数

(五)中学校の知的障害学級・情緒障害学級

ア 大印本・検定教科書

イ 107条本

ウ 大印本・検定教科書・ 107条本の合計

こに カ印本の教科別採択数

オ 107条本の教科別採択数

第 3章 知的障害を有する児童生徒の教育に携わる教員への教科書観に関する意識調査

1 本調査の目的

第 2章において、北海道内の知的障害学校、知的障害学級・情緒障害学級におけるカ印

本・検定教科書・ 107条本の学校別・採択地区別の採択状況の差異を明らかにしてきた。

通常学校・学級の教科書採択とは違って、こうした学校別・採択地区別で差異が生じる大

きな要因の 1っとしてあげることができるのは、知的障害学校、知的障害学級・情緒障害
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学級では、現場の教員が直接教科書採択に関わっているという点である O

この章では、第 2章で明らかとなった北海道内の知的障害学校の中で児童生徒一人当た

りの穴印本・検定教科書・ 107条本の採択数が多かった上位校を対象とした調査を通して、

採択された大印本・ 107条本などの活用状況と教員の大印本・ 107条本に対する意識を集

約し、得られた回答から実態と問題点および今後の改善課題を明らかにしていくことが目

的である。本調査に当たる前に筆者は、採択数上位 3校を訪問して各学校の教育目標・教

育課程・児童生徒の実態・教科書観などのヒアリング調査を実施し、そのうちの 2校から

教員たちへの質問紙調査の協力を得ることができた。調査方法としては、この 2校の小学

部・中学部・高等部の全教員を対象に、郵送による質問紙調査を実施した。調査機関は、

2002年 11月 1日から 2002年 12月 1日であり質問紙の回収率は X校 84.3%(43名)、

Y校 62.9% (39名)であった。

2. 探択数上位 X校 .y校における調査回答者の基本データ

採択数の多かった 2校の基本データを示したものが[資料 3-1]である。 x校・ Y校から

回答を得たそれぞれの教員の男女比・教職経験年数・特殊教育教職経験年数・養護学校教

諭免許状の有無・担当学部などを集計した。

回答者の総計 82名における男女比の内訳は、男女とも 41名であった。教職経験年数

と特殊教育経験年数を見ると、 X校・ Y校ともに教職経験年数よりも特殊教育経験年数の

ほうが短い教員が X校 5名 (11.6%)・Y校 5名(12.8%)、全体で 10名(12.2%)いた。

これはつまり、小学校・中学校・高等学校の通常学級から養護学校へ異動してきた教員が

全体で 12.2%いたということである。また、 5年以上の特殊教育教職経験年数がある教員

は全体で 64名 (78.0%) となっていた。養護学校教諭免許状所有者については、 X校が

28名 (65.1%)・ Y校が 26名 (66.8%)、全体で 54名 (65.9%) と平成 13年 5月に文部

科学省が公表した「盲学校、聾学校及び養護学校教員の特殊教育教員免許状保有状況等調

査について(まとめ) 1 7 Jにおける北海道の知的障害養護学校在籍教員の保有率 56%よ

りも両校ともに約 10%高くなっている。担当学部については、回答者数が多かった方か

ら小学部・中学部・高等部・担任外の順になっている。

3 女印本の探択及び活用の実際と課題

( 1 )大印本の認知度と閲覧の有無について

女印本の認知度について示したものが[表 3-1]である知っている」と回答した教員

が 69名 (84.1%)いたものの、特殊教育教職経験年数が 5年未満の教員を中心に「知ら

ない」と回答した教員が 13名 (15.9%) もいた。採択数の多い上位校でさえ、 16%近く

の教員が大印本のことを知らないということは、採択数の少ない下位校の教員については、

さらに認知度が低いことも推測できる。穴印本の閲覧の有無[表 3-2]については、さらに

低下して「見たことがあるI と回答した教員が 65名 (79.3%)、「見たことがない」と回

答した教員が 16名(19.5%) おり、その他の 1名も「見たことがないのでわからない」

と回答していることから 2割以上の教員が大印本を見たことがないことが明らかになっ

た。知的障害を有する児童生徒の教育に携わる 2害1)もの教員が知的障害養護学校用の教科

書である大印本を実際に手にして見たことがないという現状に対して、養護学校教員養成
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課程のある大学や道教委をはじめとする各関係機関は、女印本の広報活動と教材研究の研

修機会を設定し、幅広く理解を深めていく必要があると指摘できるだろう。次に、閲覧し

た場所[表 3-3]であるが、圧倒的に「学校」と回答した教員が多く、 98.5%もの教員が教

育現場で閲覧していた。このことから、採択数上位校でさえ 2割もの教員が大印本を実際

に手にして見たことがないことから、採択下位校の教員は実際に見たことがない割合がか

なり高くなることが推測できる O

( 2 )大印本の使用状況について

女印本のこれまでの使用状況について示したものが[表 3-4]である使用したことが

ある」と回答した教員は 34人 (41.5%) で、「使用したことがなしリと回答した教員 47

人 (57.3%)を下回っていた。カ印本は以前から採択されているものの、これまで実際の

教育現場では使用されていなかったのが実情だったようである O 次に、現在の大印本の使

用状況[表 3-5]を見ると、「使用している」と回答したのはわずかに 4人 (4.9%)で「使

用していなし、」と回答した教員 75人 (91.5%) を圧倒的に下回っていた。ここで注目し

たいのは、以前は「使用したことがある」と回答した教員 28人 (34.1%)が、現在は「使

用していないIと回答している教員に変化していることである。これは、これまで大印本

を児童生徒に対して実際に授業の中で使用してみたものの、活用しにくい教科書であるた

めに現在では使用していない(使用することができなし、)という教員が増えているという

ことである。しかも、交印本の取り扱し、[表 3-6]についても、交印本は「児童生徒には持

ち帰りはさせずに、教室のロッカーや本棚に保管している」ケースが多いようである O

そして、教科別の穴印本の使用状況を示したものが[表 3-7]である。どの穴印本も 1~

5%代とほとんど使用されておらず 中学部用の交交交交についてはまったく使用されて

いなかった (0.0%)。しかも、交印本の活用法[表 3-8]については「カ印本の内容にはこ

だわらず、イラストや写真、文字や数字などで参考になるところで使用しているIという

活用の仕方が 5名 (6.1%)と最も多く、知的障害を有する児童生徒の教育に対して実用

的な教材として教育現場であまり受け入れられていないことが明らかとなった。

( 3 )大印本の使用頻度について

では、女印本を使用している教員はどのくらいの頻度で使用しているのだろうか。[表

3-9]を見ると。国語の大印本に関しては、「月に 1回程度」が 1名(1.2%)・「年に 1回

程度」が 2名 (2.4%)と、女印本を利用しているといっても年聞を通じてもほとんど使

用されていない。算数・数学の大印本についても、「月に 1回程度Iが 1名(1.2%)・「年

に 1回程度」が 1名(1.2%)、その他で「子どもがやりたいといったときに使用する」程

度が 1名(1.2%) と国語同様に年間を通じてほとんど使用されていなかった。音楽の大

印本も「半年に 1回程度」が 1名(1.2%)・「年に 1回程度」が 2名 (2.4%)と国語・算

数(数学)同様に年間を通じても全くといっていいほど活用されることがないことが明ら

かとなった。

( 4 )女印本を使用しないときの国語・算数(数学)・音楽の授業について

大印本を使用していないときの授業をどのように行っているかを質問したところ[表 3
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10]、国語について最も多かったのが「領域・教科を合わせた指導が多いため国語の授

業は行っていないIと回答した教員が 43名 (52.4%)、「自作の教材・教具を使用してい

る」と回答した教員が次に多く 23名 (28.0%)、「市販の問題プリントを使用している」

と回答した教員が 11名(13.4%)と続いていた。算数・数学について最も多かったのが

「領域・教科を合わせた授業が多いため算数・数学の授業は行っていない」と回答した教

員が 45名 (54.9%)、「自作の教材・教具を使用している」と回答した教員が次に多く 18

名 (22.0%)、「自作の問題プリントを使用している」と回答した教員が 8名 (9.8%) と

続いていた。音楽について最も多かったのが「自作の教材・教具を使用している」と回答

した教員がお名 (42.7%)、「領域・教科を合わせた授業が多いため音楽の授業は行って

いないI と回答した教員が次に多く 20名 (24.4%) I市販の教材・教具を使用している」

と回答した教員が 9名 (11.0%)と続いていた。これらの回答から推測できる日々の国語・

算数(数学)・音楽の授業は、教科別の学習が少ないが、領域・教科を合わせた授業の中

で自作の教材・教具や市販の問題プリントなどを併せて使用しながら国語・算数・数学・

音楽的な学習をやり繰りしている、という授業内容である。

( 5 )なぜ大印本を使用しないのか

それでは、知的障害を有する児童生徒のために編集されたはずのカ印本を教員たちはど

うして使用しないのであろうか。大印本を使用しない理由を示したものが[表 3-11]であ

る。最も多かったのは「カ印本の内容が児童生徒の実態に合っていないから」と回答した

教員で 40名 (48.8%) と半数近くの教員が知的障害を有する児童生徒に対する教材とし

ての穴印本の内容に疑問を感じていた。これは(2 )において、以前使用していたが現在

は使用していない教員が増加していたことと合致している O 次いで「領域・教科を合わせ

た授業が多いから」と回答した教員が 30名 (36.6%)、「自作の教材・教具を使用した方

がいいから」と回答した教員が 28名 (34.1%)と続いていた。昭和 39年に初めて編集

された後、学習指導要領の改訂に合わせるようにカ印本も改訂を重ねてきているが、質問

内容については昭和 39年当時の頃からあまり改善された形跡の見られない内容となって

いる。児童生徒の実態に合った教科書ではないという教育現場の教員の声を真撃に受け止

めて、児童生徒が授業の中で生き生きと大印本を活用しながら学習できるような大印本の

編集が要請されているといえる O

( 6 )どんな女印本を教育現場の教員は求めているのか

それで、は、採択はされていても教育現場で全くといってもいいほど活用されていない大

印本であることが明らかとなったが、現在の穴印本の在り方について教員はどのように感

じているのであろうか。現在の大印本のあり方についての意見を示したものが[表 3-12]

である O どの項目も 15~20%台と桔抗していたが、その中でも最も多かったものが「も

っと児童生徒が親しみやすい挿絵・写真などが多くなるとよし、」と回答した教員が 24名

(29.3%)であった。改訂ごとに若干の改善は見られるものの、カ印本のイラストの多く

が、児童生徒の興味・関心を喚起することができるような親しみやすい挿絵ではなく、ど

こか昭和 40~50 年代を感じさせる古臭い挿絵が多いことは事実である O また、児童生徒

が大好きな乗り物や動植物、食べ物といった具体的な写真などもほとんど掲載されていな
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いことも事実である。教員からのこうした指摘は今後のカ印本の改善点のーっとして挙げ

ることができる。次に多かったのは、意外にも「大印本には頼らず、教師がもっと教材・

教具の開発や授業研究・指導方法に力を入れるべき」と回答した教員が 20人 (24.4%)

であった。これは、大印本はこれまでに改訂は重ねてきてはいるもののほとんど内容的に

改善される傾向が見られないことから、教員もカ印本に期待することは望めないという半

ば失望感の表れであるとともに、児童生徒にとって教材教具は自分たち教員が自ら研究し

て作り出していくしかないという意志表明であるとも言えよう。しかしその一方で、「カ

印本の指導内容を質的にもっと充実させたほうがよし、」と「一冊分をもっと細分化して冊

数を多くし、発達段階に応じて系統的に使用しやすいようにしていった方がよしリにもと

もに 17名 (20.7%) と20%以上の回答があったものは、やはり今後の大印本のよりよい

改善に対する教員の期待感を垣間見ることができる O

大印本の必要性を感じていない教員がし、る反面、やはり現在の大印本の在り方に疑問を

感じながら児童生徒の障害の実態に応じたよりよい穴印本の改善を要求する回答が多か

った。先述したように、大印本の採択数が少ない学校においては大印本自体が認知されて

いない現状があるようなので、まず、交印本の存在自体を多くの教員に知ってもらい、教

員からの具体的な改善点を取りまとめた教育現場の声を今後の改訂の際には活かしてい

きながら使用頻度の高い穴印本になることが要請されているといえる O

4. 107条本の探択・活用の実際と課題

大印本に対する教員の声をまとめてきたが、それでは次に絵本などの一般図書である

107条本の在り方について見ていくことにする O

( 1) 107条本の認知度について

107条本の認知度について示したものが[表 3-1 3]である。「知っている」と回答し

た教員が 70名 (85.4%)と穴印本の 84.1%とほとんど変わらない状況だった。しかし、

107条本についても特殊教育教職経験年数が 5年未満の教員を中心に「知らなしリと回答

した教員が 12名(14.6%) もいた。採択数の多い上位校でさえ 15%近くの教員が 107

条本のことを知らないということは、採択数の少ない下位校の教員については、さらに認

知度が低いことも推測される O

( 2) 107条本の使用状況について

107条本のこれまでの使用状況について示したものが[表 3-14]である。これまでに「使

用したことがある」と回答した教員は 52名 (63.4%)と半数以上で、女印本から比べる

と 18名 (22.0%)と多かった。また、「使用したことがないIと回答した教員 28名 (34.1%) 

についても穴印本から比べると 19名 (23.2%) と少なかった。これまでに「使用したこ

とがある」と回答した教員が「使用したことがなしリと回答した教員よりも上回っていた

ことからも 107条本はカ印本よりも使用していた教員が多かったようである O 次に、現

在の 107条本の使用状況[表 3-15]を見ると、「使用している」と回答したのは 29名

(35.4%)で「使用していなしリと回答した教員 50名 (61.0%) を圧倒的に下回ってい

た。現状では、 107条本は大印本使用している教員が 25名 (30.5%) と多いものの、こ
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こでもカ印本と同様に以前は「使用していた」教員も現在では「使用していなしリ教員に

変化した人数が 23名 (28.5%) に増加していたことが注目される O これも、これまで大

印本と同様に 107条本を実際に児童生徒に対して授業で使用してみたものの、活用しに

くい教科書であるために現在では使用していない(使用することができなし、)という教員

が増えているということである O しかも、 107条本の取り扱し、[表 3-16]についても、交

印本と同様に 107条本も「児童生徒に持ち帰りはさせずに、教室のロッカーや本棚に保

管している」ケースが多いようである O

( 3) 107条本の使用頻度について

では 107条本を使用している教員は一体どのくらいの頻度で使用しているのだろうか。

[表 3-17]を見ると、 107条本に関しては、「月に 1回程度」と回答した教員が 12名(14.6%)

と最も多く、「週に 1回程度」が 5名 (6.1%)、「半年に 1回程度J I 週 2~3 日に 1 回程

度JIその他」が各 4名 (4.9%) と続いている。「その他」の自由記述欄には、「子どもが

見たいと言った時JI休み時間JI授業で継続的に使用する、というよりも児童が自由に見

たり読んだりすることの方が多しリといった意見が多いことから、授業で 107条本を使

用するというよりも休憩時間などで娯楽的に使用されていることが多いようである O これ

では 107条本を使用しているといっても、 107条本本来の採択の趣旨から考えると本末転

倒の実態となっているといえるだろう O

( 4) 107条本を使用することが多い授業について

女印本と同様に 107条本もほとんど授業で使用されていないことが明らかとなったの

であるが、その中でも 107条本を使用することが多い授業について示したものが[表 3

1 8]である O 多い順に並べていくと、その他が 10名(12.2%)、国語・日常生活の指導

が 9名 (11.0%)、算数(数学)が 7名 (8.5%)、生活単元学習 5名 (6.1%)と続いてい

る。その他には「自立活動JI休み時間JI学級活動」などが記載されていることが多かっ

た。

( 5 )なぜ 107条本を使用しないのか

それでは、知的障害を有する児童生徒が検定教科書やカ印本を使用することが適当では

ない場合に採択して使用するはずの 107条本は、なぜ教員に使用されないのであろうか。

107条本を使用しない理由を示したものが[表 3-19]である o I領域・教科を合わせた授業

が多し、からIと回答した教員が 23名 (28.0%) と最も多く、「市販の教材・教具の方がし、

し、から」と「自作の教材・教具の方がいし、から」に回答した教員がともに 11名 (13.4%)、

「児童生徒の実態に合った内容の 107条本がなし、からIが 10名(12.2%)と続いていた。

「領域・教科を合わせた授業が多いから」という項目が一番多い回答となっており、領域-

教科を合わせた授業が多くなると、教員は授業でほとんど教科書を必要としなくなるので

あろうか。果たして、市販や自作の教材・教具でいいのだろうか。

( 6 )どんな 107条本を現場の教員は求めているのか

それで、は、教育現場でほとんど活用されていない 107条本ではあるが、現在の 107条
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本のあり方について教員はどのように感じているのであろうか。現在の 107条本のあり

方についての意見を示したものが[表 3-20]である o (5) において「領域・教科を合わ

せた授業が多しリことと「市販・自作の教材・教具の方がしWリために教員は 107条本

にはあまり期待はしていないと思われるのであるが、回答の中で最も多かったのは「図書

だけに限らず児童生徒の実態に見合ったもの(絵カード等)を採択できるようにしてもら

いたいI という項目で 50名 (61.0%) と半数以上という高い割合を示したのをはじめ、

「もっと 107条本のことを詳しく知らせて欲ししリにも 9名 (11.0%) の回答率が見ら

れ、 107条本の採択手続き上の問題点を指摘する意見が多かったのである O その一方で、

1107条本に頼らず、教師がもっと教材教具の開発や授業研究に力を入れたほうがよい」

という項目にも 19名 (23.2%) という 2番目に高い回答率であった。 以上の回答から考

察すると、やはり教員は 107条本の採択手続き上の疑問や問題点を意識しながら市販の

教材・教具や自作の教材・教具を併用しながら日々の授業を実践している実情を伺うこと

ができる O

大印本と同様に、 107条本の必要性を感じていない教員がし、る反面、やはり現在の 107

条本の在り方に疑問を感じながら児童生徒の障害の実態に応じた望ましい 107条本の採

択手続きの在り方を要求する回答も多かった。また、 107条本は採択参考資料以外の絵本

などについても選定することができるのであるが、採択手続きが複雑で現場の教員にはあ

まり知られていないようであった。先述したように、 107条本の採択数が少ない学校にお

いては 107条本自体が認知されていない現状もあるようなので、まず、知的障害を有す

る児童生徒の教育に携わる教員に幅広く 107条本の存在自体を知ってもらい、採択手続

きの現状についても理解していきながら教員からの具体的な改善点を取りまとめた声を

今後の採択手続きの際に活かして使用頻度の高い 107条本が採択できるようになること

が要請されているといえる O

5 今後、力を入れていくことが重要だと考える学習分野について

これまでの教員の回答から、大印本や 107条本を使用しない理由として「領域・教科

を合わせた授業が多いから」という割合が高いことが明らかとなったが、教員たちは知的

障害を有する児童生徒の学習内容の現状と今後の方向性をどのように考えているのだろ

うか。質問紙の最後に、「学校卒業後に就労することを見通したとき、今後の知的障害を

有する児童生徒への授業において、特にどんな学習分野に力を入れていくことが大切だと

考えますか。」という今後の最重要学習分野について質問項目を設定し、意見をまとめた

ものが[表 3-21]である。これまでの質問で「領域・教科を合わせた授業が多し、から」と

回答した教員が多かったことから作業学習的な内容や生活単元学習といった作業訓練-経

験主義的な授業の項目が数多く選択されていると想定していたのであるが、意外にも最も

多かった順に「人との会話の学習J48名 (58.5%)・「日常生活の指導J46名 (56.1%)・

「金銭の使い方に関する学習J33名 (40.2%)・「簡単な文字や文章の読み書きの学習1

21名 (25.6%)・「乗り物などの利用や時刻表を読む学習J20名 (24.4%)といった現在

の教育課程において中心に位置付けられている作業訓練的な学習分野とは対極にある日

常生活を過ごしていく上で重要な国語的・算数的な学習分野が中心となって回答されてい

たのである。
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今回の調査において教員たちは、知的障害を有する生徒が「就労」していくときに重要

な学習分野として、これまで中心となってきた経験主義的な学習内容よりも身辺処理・食

事のマナー・挨拶など日常生活面での自立を重視しながら人とのコミュニケーション能力

やそれに伴う国語の能力を伸長していくための指導の重要性、及び金銭の使用の仕方など

基本的な計算の指導の重要性を挙げていた。この回答結果は、今後ノーマライゼーション

の進展を考えたとき、これまで「職業教育Iの名の下で行われてきた長時間労働や立ち仕

事に耐えられるだけの「耐性」や「素直さ」を要求してきた知的障害を有する児童生徒の

教育を徐々に改善し、教育現場においても試行錯誤を繰り返しながら今後の教育課程の方

向性を模索している葛藤の表れだともいえるだろう O

第 4章 教科書採択に関する教育現場の実態

1 本調査の目的

第 2章で、北海道内の知的障害学校及び知的障害学級・情緒障害学級における児童生徒

一人あたりの平均教科書採択率が学校間・学級間・採択地区間で大きな差異があることを

明らかにし、第 3章では教科書採択率上位の教員たちにたいする教科書採択と活用の実際

について質問紙調査を通して、カ印本・ 107条本ともに採択はしているもののほとんど授

業場面では活用されていないことが明らかとなった。

筆者には、教科書採択率の差異が明らかとなった段階で、教科書採択率の高い学校が「価

値のあること JI評価すべきこと I という前提のもとで調査を進めてきた感があった。と

ころが、これまでの調査を通じて、学校間・学級間・採択地区間で生じていた教科書採択

率の差異は各学校の教育観・障害観・発達観・教科書観などの相違に深く影響されて生じ

ているものだと推測していたものの、第 3章の分析において教科書採択率の高いことが必

ずしも「価値のあること Iでも「評価すべきこと」でもなく、むしろ各学校の教員たちに

は、ある一定の共通した教科書観があり、それらの見解に基づいた上で教科書を採択して

いるように思われた。

そこでこの章では、教科書採択率の差異および教科書活用状況が明らかになったことを

踏まえ、学校間・学級間・採択地区間における差異が生じる背景として、教科書採択数の

多かった上位校を中心に実際の教育現場における教科書採択の具体的な背景と各学校で

教科書を使用した授業の詳細を明らかにしていくことを目的として教科書採択担当者及

び関係者に対して実施したヒアリング調査を分析していくことを試みていくことにする。

本調査は、「大印本・ 107条本に関する調査Iとして、第 2章で明らかとなった児童生

徒一人当たりの教科書採択数が多かった上位校の中で、知的障害学校 3校 (X校・ Y校・

Z校。ちなみに第 3章で質問紙調査に協力していただいた学校は、X校と Y校の教員の方々

である)と知的障害学校および情緒障害学級を併設している中学校 1校 (W校。 w校は、

第 15採択地区の中学校である)から調査の承諾を得て実施されたものである O なお、調

査は 2002年 10月から 11月にかけて筆者が各学校を直接訪問し、校長室・会議室・教室

などにおいてインタヴュ一方式にて行った。調査に応対していただいたのは、 X校が小学

部教務主任、 Y校が教頭及び教務部の教科書担当者、 Z校が教頭及び教務部の教科書担当

者、そして、 W 中学校は特殊学級担当責任者の各教員の方々である O
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2. 調査対象校の基本データ

[表 4-1]は本調査対象校の概要をまとめたものである O 児童生徒数・教員数・時間割を

学校ごとに掲載したが、教科書採択数が多い上位 3校であるにもかかわらず、時間割上は

国語や算数などの教科別の指導が特別多い学校ではないことが分かる。そして[図 4-1]

は、北海道内の全知的障害学校において各学校の学校要覧に掲載されていた時間割に教育

課程編成上で「国語JI算数Iを設定している学校の割合を各学部別に集計したものであ

る。 x.y.z校のいずれの小学部でも「国語」と「算数」を時間割上で設定していない

ため、 3校の小学部とも「未設定Iの 31.8%の中に属することが確認できる。中学部・高

等部においては、 Z校のみが「国語JI数学」を時間割上設定していることから「設定」

(68.2%) の中に属しているが、 X校・ Y校に至つては「国語JI数学Iを時間割上設定

しておらず、「未設定」の 31.8%の中に属することが確認、された。したがって、むしろ北

海道内の教科書採択率の低かった他の知的障害学校のほうが教育課程編成上、「国語Iや

「算数」などの教科別授業が時間割で設定している割合が高いことが明らかとなった。

x.y.z校の 3校ともに、領域・教科を合わせた指導を中心として教育課程は編成され

ており、小学部低学年で、は「日常生活の指導」のほかに「遊びの指導」が教育課程の中心

となっており、中学年から高学年にかけて「生活単元学習Iが時間割の多くを占めるよう

になってくる O そして中学部から高等部になると、「作業学習」が教育課程の中心となっ

ていることが分かる。しかし話を伺ったところ、 X校や Y校では小学部の時間割の「自

活」の中で読み書き計算の学習を行い、 Z校では「課題別」と「自活」の時間を通して読

み書き計算の指導を行っているが主に「課題別」の時間で基礎学力を育成しているとのこ

とだった。また Y校については、小学部でも以前は「国語JI算数」の時間を設定してい

たらしいが、重度・重複障害を有する児童の増加傾向から最近になって現在の教育課程に

変更していた。そして、 X 校や Y 校の中学部・高等部では「生活単元学習」の中で「国

語」や「数学Iを行っており、 Z校では「国語Iや「数学Iの時間を設定した上で習熟度

別に授業を行っている。これは各学校で若干の相違が見られるものの、全国的に見ても知

的障害学校の一般的な教育課程編成であると言えるだろう。

一方、障害の程度が比較的経度の生徒が多く在籍していると考えられる W 中学校の特

殊学級の時間割では、「作業学習Iが教育課程の中心にはなっているものの「国語」や「数

学」といった教科別の授業時聞が多く設定された教育課程になっていることが分かる O し

かし、担当者によると「国語Iや「数学」の時間割を設定しているが、「作業学習Iの時

間の中でも国語・数学的な学習を行っているとのことであった。例えば、数学の時間にお

はじきを使用して学習するよりも、実際の作業を通しでねじを 3個取るなどと具体物を使

用して流れの中で学習した方が生徒も楽しんで行うことができるためである。

3. ヒアリング調査の分析

( 1 )卒業後の進路について

2章の中で第 15採択地区の小学校では 107条本の採択率は高かったが、カ印本につ

いては全く採択している学校が見られなかった。ところが中学校になると、大印本の採択

率が急激に伸びていたことが明らかとなっていたので、中学校の特殊学級では入試に向け

て教科別学習を重視する傾向が高くなっていることも考えられたため、 W 中学校では、
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高等部入試と教科書採択率との関連性についても質問してみた。しかし、入試と教科書採

択率の急激な増加とは全く関連性がないときっぱり否定された。 w中学校の担当者によ

ると、近年の高等養護学校入試は学校が増設されたこともあって、それほど厳しい試験内

容・状況ではないために入試の内容に合わせて大印本を採択しているわけではないらしい。

入試内容は公表されていないが、 W 中学校の担当者が受験した生徒から聞いたところに

よると大体以下の試験内容となっているようである O

①運動試験(ボール運動・体操などスポーツテスト的な内容のもの)

②作業試験(作業学習的な内容のもの)

③面接試験(国語・数学的な内容のもの。具体的には、自己紹介・家族構成・家庭

内での出来事の紹介・お金の計算「例 :00円の品物に00円払いました。おつり

はいくらですか」などの質問を通して総合的な理解力を試験しているらしい)

以上のような回答から、高等部入試と教科書採択数との関連性は全くないことも確認さ

れた。それでは、なぜ学校間・学部間・採択地区間で教科書採択率の差異が生じてしまう

のであろうか。次に各学校の教科書採択の方法と活用の詳細を見ていくうえで差異が生じ

る構造について追究していくことにする O

( 2 )教科書探択の方法と活用状況について

教科書採択の方法としては知的障害学校 3校ともに教科書採択担当者が従来から教務

部レベルでの事務連絡事項を前任者から引き継いで、慣例どおりに穴印本については「穴」

を小学部 1年生、「大大Iを小学部 3年生、「τ今大大Iを小学部 5年生、「交交交交」を中

学部 1年生で採択するという方式で採択し、そして国語・算数(数学)・音楽以外の種目

のものは学級担任が児童生徒に合ったものを 107条本として選定・採択しているとのこ

とであった。つまり、教科書採択事務の仕事を前担当者から引き継いだ教員は、これまで

通りの事務連絡事項を継続して行っている構造になっているのであり、必ずしも採択率が

高い学校は「教科別」に対する教員の意識が高く、採択率の低い学校は「教科別」に対す

る意識が低いという問題ではないようであった。したがって、採択率の低い学校も従来通

りの教科書採択事務事項を担当者が変更になっても継続して行っているため採択率が低

くなっているのだと推測することができる。しかし、第 3章で明らかになった調査結果を

裏付けるように、 3校とも教科書を採択しているものの、どの教員も授業では教科書を使

用した実践はほとんど行われていないのが現状であろうとの答えであった。

W 中学校では、中学校用「交交交交」を 1年で採択するほかにも小学部用の「カカカ」

「大大Iについても学年が進行しでも採択しているとのことであった。しかし W 中学校

で中学部用の「交交交交」や小学部用の「交交交」や「交交」などの穴印本を採択してい

るといっても授業で活用するためではなく 107条本よりは多少はいし、から採択だけはし

ているという理由だった。そして、女印本を使用しない理由として、

①ある生徒にとっては易しすぎたり、ある生徒にとっては難しすぎたりするなど実態に

合っていない面があるため。

②国語・算数については習熟度別のグループ授業をしているため。

以上の 2点を挙げていた。 107条本については、今年度の 1年生についてはほとんど使用

しないため、家庭に持ち帰ってもらったままになっているそうである 2年生以上の 107
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条本については、筆者が訪問した教室に数十冊の絵本が実際に授業で使用されないままの

新品の状態で棚の上に山積みとなって置きっ放しになっており、挨がたくさんかかってい

る状態であった。 107条本は、ほとんど使用しないが強いて言うならば、美術の時間に具

体物がない場合に絵本の桧や写真を参考にして描く時くらいだそうである。

以上のように、このヒアリング調査と第 3章からの質問紙調査の結果の双方から「国語」

や「算数」などの「教科別Iの学習が時間割上で設定されている学校でさえ大印本を 1

冊も採択していなかったり、採択率が高い学校もただ単に事務的に採択しているに過ぎな

い状況であったりと知的障害学校においても特殊学級においても大印本や 107条本の扱

われ方はきわめて劣悪な状態であることが確認された。これまでの調査から考察して乱暴

な言い方をすると、教科書採択率の低い学校の方が「我が校では、大印本や 107条本は

児童生徒の実態に合っていないために採択していない」という大変ストレートで分かりや

すい教科書採択であるようにも感じられる。それでは一体、なぜ採択率の高い学校は使用

しないカ印本や 107条本を採択し続けているのであろうか。

( 3 )なぜ使用しない女印本や 107条本を探択するのか

知的障害学級・情緒障害学級では、授業で使用しない大印本や 107条本をなぜ採択し

ているのだろうか。この疑問点について X 校の教員に尋ねてみたところ、言葉を詰まら

せながらも次の 2点を挙げた。①これまで、教務部で、ずっと教科書採択事務の慣例を引き継

いできているため。②ランドセルの中に教科書も何も入っていないようだと保護者の方に

悲しい思いをさせないため。 x校の教員は、もうこれ以上は何も言えないような口調であ

ったためにそれ以上の質問をすることはできなかった。 Y校の担当者は教科書採択の制度

上の観点から 2点について話してくださり、①教科書を義務教育段階の児童生徒全員に無

償給与するという無償法の権利を無駄にしないように教科書を使用しなくても採択して

いること。そして、②教科書採択の事務事項の中身として、教科書を採択した児童生徒に

は「教科書受給証明書」が発行されるが、もし採択していない児童生徒が他の学校へ転向

することになった場合は「教科書受給証明書」がないまま転校することになってしまう O

それでは、非常にまずいので教科書を授業では使用しないが学校の名目上、止むを得ず穴

印本や 107条本を採択し続けることになっていると語った。

W 中学校の教員はより詳細で具体的に語って下さった。なぜ使用しないのに教科書を

採択するかという理由としては第一に、保護者からの要望のためである他の子は貰っ

ているのに、なぜウチの子は貰えないのか」などと苦情を寄せられたこともあるそうであ

る。国語や数学(算数)の大印本や小学校用段階の「交交交Iや「大大Iまで採択するの

は、やはり保護者の心情を配慮しているためである。自分たちより背丈の大きくなった中

学校に通っている息子や娘の教科書を保護者が見た時に、中学生になっても「ドラえもんI

や「ぞうさん」の絵本では忍びないという思いが強いためである O そして第二に、生徒の

プライドを傷っけないような配慮からである。生徒の中には精神面が高い生徒もおり、

107条本を手にしても周囲の生徒からの視線が気になって「なぜ僕の教科書はドラえもん

なのかJIなぜ私の教科書が絵本なのか」などと教員に質問してくる生徒に対して、中学

生としての彼らのプライドを大きく傷つけてしまったことを今では大変申し訳なかった

と悔やんでおられた。 107条本の絵本ではなく大印本であれば、小学生用の教科内容でも
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「国語JI算数JI音楽」とし、った教科名しか表記されていないので、周囲の視線もさほど

気にならずに生徒たちのプライドも傷つけにくい。しかし、いくら教科書の内容が発達段

階に適しているからといって小学校用の検定教科書を採択して使用するのも生徒への配

慮に欠けていると言える。なぜかというと、小学校用検定教科書には「小学 3年生JI小

学 4年生」などと使用学年が表記されているため、「小学 2年生」などと書かれであるの

を生徒が見ると、 107条本の絵本と同様に生徒のプライドを傷つけてしまう結果となって

しまうのである O こうした配慮面から考えると、交印本は内容が簡単でも「小学 2年生」

などと表記されずに「国語大大JI数学大大大大JI音楽大大大Iと「大」の数で表す学習

段階しか表紙に書かれていないため生徒のプライドも傷つけずに採択することができる O

ところが、大印本にはある程度のレベルまでの教材・内容が盛り込まれているけれども、

それ以上の学習内容が必要な生徒(大体、小学校 3~4 年生以上の学習内容が可能な生徒)

にとっては物足りない内容となっている。しかし、先述の理由から「小学校 3年生JI小

学校 4年生」の教科書を使用させる訳にはいかないので、指導の実際では某大手K社の国

語と算数の問題集シリーズ一式を学校で揃え、それをコピーさせたものを授業で使用して

いるのが実情のようである O

また、特殊学級の生徒にとっては 107条本では内容的に易しすぎる O 採択参考資料[資

料 4-1]の中で、一番発達段階の高い生徒が選定する 107条本(発達段階Cに該当する)

でも「ドラえもんIの絵本のような絵本しか選定することができないような状況である O

こうしたあまりにも易しすぎる絵本を給与する状況にしている A市教育委員会の行政に

担当者は疑問を抱いていた。以前、国立附属中学校の特殊学級に勤務されていた時は、 A

市教育委員会の管轄外であったため、採択参考資料以外の絵本を自由に教員が選定して採

択できていた。しかし、 A市立中学校では一括してA市の採択参考資料の中からしか選定

できないために、非常に不自由を感じている状態のようである。 A市教育委員会は、採択

参考資料の中で 107条本の種類をあまりにも絞込みすぎており、もっと自由に選定でき

るように種類が増えていくことを要望していた。また、 15採択地区の小学校特殊学級に

おいて 107条本の採択率が高い状況について伺ったところ、小学校の段階では児童や保

護者が絵本などに対する抵抗感が少なく採択しやすいためであろうと語っていた。こうし

た背景も 15採択地区の小学校では大印本が 1冊も採択されないで 107条本が多く採択さ

れている要因のーっとなっていると推測することができる。

( 4 )保護者からの教育ニーズをどのように把握しているのか。

それでは、各学校から教科書を採択する際に保護者に対する配慮事項が多く述べられて

いたが、では実際にどのような形で保護者からの教育ニーズを教育実践に反映しているの

であろうか。

X校では[資料 4-2]のような個別の指導計画を作成するための家庭調査書で作成し、保

護者に家庭での様子と中・長期的な願いを詳細に記入した票をもとに個別の指導計画を作

成して実践に結び付けていた。 y校では、保護者へのアンケート調査を 2年に 1回のベー

スで行っていたが、今後は毎年行っていけるように改善していきたいと話されていた。 z
校では[資料 4-3]のような個別の指導計画を学校独自で作成し、保護者からの願いを含め

た様式で指導の在り方を検討し外部からの視点を意識して今後も取り組んでいきたいこ
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とを強調されていた。 w中学校でも教科書を中心とした授業を行っていないために、生

徒の学習進度状況に対する保護者の理解を得るために[資料 4-4]のように全ての題材ご

とに個別の指導計画を作成している。毎年、新年度の懇談会の中で 1年聞の計画について

話し合いの機会を設定し、保護者と共通理解を図っていきながら個別の指導計画を作成し

ているとのことだった。その中でも、保護者の教育要求を全て受け入れていくわけにはい

かないので、いかに保護者と指導者レベルでの折り合いをつけていくかが重要であること

を強調されていた。

このように各学校では個別の指導計画を作成しながら実践を進めていることが明らか

となったのであるが、茂樹俊彦(1994) はペーパーワークとミーティングに膨大な時間

を割かれる IEP(個別教育計画)の在り方についての米国での批判を紹介し、 IEPが今後

も存続していくのか疑問を投げかけている 1R。また、 PeterMittler (2000)も IEPが「役

に立たないただの紙切れIとして不満に感じた保護者の信用失墜をもたらし、訴訟問題に

発展している米国の状況を踏まえて、文書化された IEPは必ずしも実践に置き換えられ

るわけではないことが IEPがただの書類に終わり、教育的利益が疑わしい点などがある

ことを指摘している 1九それ以外にも個別の指導計画については様々な問題点が指摘さ

れており、学校ごとに慎重にカリキュラムを作成していきながら今後の動向を注意深く見

守っていく必要があるだろう O

( 5 )今後の課題について

最後に、学校の教員の方々に今後の課題について伺ってみた。

X校の担当者は、今後は教科を大切にした教育が重要になってくることを指摘し、人間

の根幹に迫る指導が重要であることを強調していた。つまり、現在の授業は教育目標が具

体的ではないために教育と授業の本質が見えてこないとのことであった。ただし、現在の

生活単元学習は授業をやっていける感じはする(授業をしている感じはするがあまり実り

のあるものにはなっていない)と語っていた。

次に Y 校の担当者は、以前国立特殊教育研究所に勤務していた時に文部科学省の教科

書担当者の方とも話をしたことがあるらしく、詳しい問題点について話して下さった。文

部科学省の小学校・中学校・高等学校の通常学校の担当課には「教科調査官Iと「教科書

調査官」がいるが、特別支援教育課には「教科調査官」に当たる「特殊教育調査官」は存

在しているものの、「教科書調査官Iに当たる担当部署がない。そのため、大印本の中身

がたいして検討されることもなく編集・発行されることになってしまう点にも問題がある

ことを指摘していた。また、通常学校の教科書においても近年の財政難から無償法の在り

方を見直そうとする動きも徐々に広まっていることを挙げ、平成 14年に改定された穴印

本も破れない丈夫な紙を使用しているルーズリーフ式のものから全て普通の紙を使用し

た冊子の様式になってしまったことを名目上は「安全性の観点から」ということになって

いるが「財政的な観点から」の面が高いことを指摘していた。つまり、大印本の紙質は昭

和 39年に発行された当初、児童生徒がよだれを垂らしても少々破るような行動を見せた

としても大丈夫のように丈夫で上質の紙を採用されていたはずなのに本来の趣旨から逆

行している流れになっている O カ印本や 107条本の在り方についても今後は大きな見直

し案がでてくることも予測されるだろうと話していた。教育の現状については、「生活の
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中で言葉が育つ」などという障害児教育において生活を重視したスローガンのようなもの

があるが、その考え方は間違っているのではないかという疑問を抱いていた。教員自身が

児童生徒の障害の実態を適切に把握し、もっと国語や算数を指導していくための理論・指

導方法の研究をしていかなければならないことを訴えていた。また、児童の適切な実態把

握ができない教員が多いことを嘆いていた。

また Z校の担当者は、一人一人に焦点を当てて子どもの実態を把握していき、個別に

あった教育課程をいかに改善していくかが課題であることを述べた。国語や算数といった

学習は、個人ごとの課題に沿って指導目標を定めていくことが大切であることを語ってい

たが、生活・体験に根ざした教育こそが障害のある子どもには最も重要であることを強調

して力説していた。

最後に、 W 中学校の担当者は、具体例を示しながら今後の課題について話して下さっ

た。教科書の問題は、大印本・ 107条本ともにとにかく使いにくい。それぞれの発達段階

に応じたものがあればよいと考えている O 女印本については、分野ごと(時計の読み方・

お金の使い方・足し算・割り算・分数など)に分冊されたものや発達段階ごと(絵本レベ

ルのものから徐々に段階を高くしていったもの)に細かく分冊されたものであれば、使い

やすくて使用頻度も高くなるだろう。もちろん、教科書の表紙には学年指定などは設定し

ない。 107条本については、採択の時期が次年度に使用するものを 8月下旬ごろに数を集

計して教育委員会に提出しなければならない。転校生が来るかもしれないし、普通学級か

ら移ってくる子どももいるので非常に選定しにくい面がある O しかも、新 1年生について

の実態把握ができるのは、 4月中はまず無理で 5月を過ぎた辺りからになる。その時期に

一人一人の子どもに合った絵本が自由に選べるようになることを要望していた。

第 5章 知的障害を有する児童生徒に対する教科書と教育

1 教科書探択の現状からの考察

まず第一に、同一自治体内の同一知的障害学校ならびに同一採択地区内の小・中学校知

的障害学級などで教科書採択率の差異が生じる要因・背景には、各学校における教科書採

択事務手続きの方針の相違が挙げられる。国立・私立知的障害学校の教科書採択では、道

教委の指導・助言・援助を受けながら校長が採択事務を行うことになっており、学校の意

見や方針などが尊重される場合が多い。道立・市立知的障害学校でも採択地区をはじめ採

択手続きに関する面倒な規定が少ないために道教委が採択を決定するものの、実態として

は各学校の意見や方針などが尊重されることが多いようである。また、知的障害学級・情

緒障害学級でも通常学級とは違って同一採択地区内の学校であっても各学校の採択地区

内の学校であっても学級ごとの方針の下で採択手続きを行っている。そのため、同一自治

体内の同一知的障害学校並びに同一採択地区内の小・中学校知的障害学級になどであって

も、各学校の採択方針が採択数に直結して大きな差異が生じていたのだと考えられる O つ

まり、開校当初からカ印本を採択していたような学校では、長年にわたる教務事務レベル

での教科書採択事務連絡事項を前任者から引き継し、だ後任者が引き続いて学校のこれま

での方針に則って教科書採択事務を行っているために採択率が高くなっていたのである O

反対に採択していない学校も、これまでの教科書採択事務連絡事項を前任者から引き継い
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だ後任者がこれまでの方針を変更してまで変えていこうとすることはなく、採択しないと

いう学校の方針をそのまま継続している構図である。したがって、第 4章の調査結果を見

ても教科書採択率の高い学校が「教科別」に対する意識が特別高いというわけでもなく、

「国語Iや「算数Iなどの授業を時間割上に多く設定して「教科別」の指導に特別力を入

れている状況でもなかった。反対に、教科書採択率の低い学校が「国語」や「算数」など

の「教科別Iの授業を設定しないで生活単元学習や作業学習などの生活主義教育偏重の教

育課程編成をしている傾向が顕著に見られるという状況でもないようであった。

第二に、こうした各学校における慣例的な教科書採択事務手続きの方針の相違に加えて、

学校間・採択地区間で教科書採択率に差異が生じる背景には、カ印本や 107条本が児童

生徒の実態と授業の実態に合っていない内容であるために、教員たちの大多数が使用して

いくことが困難であると判断していることも指摘することができる。さらに 107条本に

ついては、採択参考資料の中には児童生徒の実態に合った絵本などが見つからないのであ

るが、各学校での採択事務事項の慣例と無償法の趣旨に則って採択参考資料の中から教員

たちの胸中としては止むを得ず採択している学校と、教員たちの思いが素直に採択率に反

映されて減少してしまっている学校に二極分化してしまっているのだと考えられる O これ

は、過去には大印本や 107条本を使用したことがあった教員も現在では使用していない

と回答していた教員が多かった調査結果や穴印本・ 107条本は児童生徒の実態に合ってい

ないと回答していた教員が多かった調査結果からも明らかである。大印本や 107条本の

採択率が低い学校も、以前は採択率が高かった状況であったとも推測されるのであるが、

実際に授業の中で使用してみると児童生徒の実態に合っていない内容が多いため、ある時

期を境に採択すること自体を縮小・中止してしまっていたのである O そのため、本来であ

れば学習内容が増加していく小学部から中学部にかけて教科書採択数も増加していくは

ずなのに、児童生徒一人あたりの教科書採択数がほとんど増加していない学校や逆に減少

している学校さえ確認された。したがって、大印本や 107条本をほとんど採択しない学

校と従来通りの教科書採択事務事項を継続している学校が北海道内の知的障害学校や知

的障害学級・情緒障害学級において混在している状態になってしまっているために教科書

採択率の差異が生じていたのである。このように、各学校の「教科観」や「教科書観」の

相違から児童生徒一人あたりの教科書採択率の差異が生じているというよりも、各学校の

教務事務連絡事項の慣例を引き継いで、きた結果並びに教育現場においてカ印本・ 107条本

は児童生徒の実態に合った教科書として使用することが困難だと教員たちの共通した教

科書観の結果として生じていたというべきであろう。その結果として、知的障害学校の教

科書採択では児童生徒一人あたりの大印本・検定教科書・ 107条本の合計における平均採

択数で、小学部が 2.9冊から最高 7.1冊まで学校間で最大 4.2冊もの聞きが見られ、中学

部でも 3.3冊から最高 10.9冊まで学校聞で最大 7.6冊という大きな聞きが確認されてい

たのである。

第三に、国語の大印本を採択しているのは小学部で 8校 (36.4%)・中学部で 9校

(40.9%)・高等部で 1校 (4.8%)・高等養護学校で 1校 (7.1%)、算数(数学)の穴印

本を採択しているのは小学部で 8校 (36.4%) 中学部で 8校 (36.4%)・高等部で 1校

(4.8%)・高等養護学校で 1校 (7.1%)、音楽の穴印本を採択しているのは小学部で、 4校

(18.2%)・中学部で 3校(13.6%)・高等部で 1校 (4.8%)、高等養護学校で 0校 (0.0%)
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という全教科ともに全体的に低採択率であったことが明らかとなった。また、北海道内の

知的障害学校の中で、小・中・高等部全ての学部において大印本や検定教科書を 1冊も採

択していない学校は、 B.C・D.E.F・O・S.T校の 8校 (36.4%)が確認された。[資

料 5-1]はこの 8校の平成 13年度の学校要覧に掲載されていた「在籍児童生徒の障害状

況」の表をもとに作成した障害の程度に関する一覧である。学校ごとに在籍児童生徒の障

害の程度を IQで示しているところと重度・軽度で示しているところがあって統一された

様式ではなかったために分かりにくい面があるかもしれないが、この 8校の一覧を見ると

IQ25以上の児童生徒が予想以上に多く在籍していることが確認できる。筆者自身の経験

則からすると、 IQが 25前後の児童生徒であれば、多動や自傷行為・パニック障害などが

ない限り教科別の指導が十分に可能であると推測できる。例えば、 B校では IQ26以上の

児童生徒が 14名おり、その中でも IQ50以上の生徒が 4名在籍している o T校でも IQ26

以上の見童生徒が 32名もいるが、その中で IQ以上の児童が 3名いることが確認できる。

こうした IQも高く、教科指導が可能だと推測できる児童生徒が在籍している学校におい

ても大印本・検定教科書が 1冊も採択されていないという状況は、知的障害を有する児童

生徒の学習権 20が制限・制約させられてしまっている状況でもあると言えるのではない

だろうか。知的障害を有する児童生徒の学びと発達を保障するための教科書はどうあるべ

きなのか、改めて問うていかねばならない課題で、あると言えるだろう O

第四に、知的障害学級・情緒障害学級設置校で特徴的だ、ったことは、小学校から中学校

にかけて各採択地区・学校における教科書採択地区教科書採択状況の差異である O まず、

大印本の採択率が小学校の 6.4%から中学校になると、 19.1%と 12.7ポイントも増加して

いたことである O その中でも小学校では不採択だった地区で中学校になると、採択に転じ

ていたのが 12地区中 11地区と急増していた。(特に増加が顕著だった地区は、第 15地

区の 0.0%から 66.7%、第 16採択地区の 0.0%から 83.3%の増加であった。)その一方で、

小学校では大印本を採択している地区が中学校になると不採択に転じて 107条本の採択

を伸ばしている 4地区(第 8・第 9・第 13・第 22) や、小学校で、は 107条本は不採択だ

った地区が中学校になると 107条本の採択率を伸ばしている 2地区(第 19・第 22) も確

認された。これは、小学校で、は教科指導に力を入れていたにもかかわらず、進学先の中学

校が「生活単元学習」や「作業学習Iといった教育課程を中心に編成しているために、生

徒が教科学習から遠ざかってしまう環境に止む無く置かれてしまっている状況であるこ

とも推測される O こうした同一採択地区内における小学校と中学校の知的障害学級・情緒

障害学級の教科書採択の差異は、児童生徒や保護者たちにとって不信感や混乱を生じさせ

る要因になっていると考えられるだろう。知的障害学級・情緒障害学級は、比較的障害の

程度が軽度の児童生徒が在籍しているケースが多いと考えられ、精神面の高い児童生徒も

当然多く在籍していることになる。また、保護者たちの学校に対する教育要求についても

当然「国語」や「算数」といった教科教育に対する基礎学力を伸長してほしいという要求

が高くなってくる O しかし、教科別指導が十分可能な生徒であっても、極端に 107条本

を多く採択している学級や生活主義教育偏重の教育課程編成をしているような学級に在

籍するようになると、児童生徒の学習権が制限・制約させられてしまうおそれがある。こ

うして卒業させる学校側と進学を受け入れる学校側の教科書採択事務段階における見解

の相違によって、保護者や児童生徒たちは振り回され、「うちの子どもにも教科書が欲し
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し、」といった保護者からの切実な要望が寄せられる状況に陥ってしまうのである O 卒業さ

せる学校側と進学を受け入れる学校側が、知的障害を有する児童生徒の教育観・障害観・

発達観についての共通理解を図り、系統的な教科学習を保障していく中で保護者や地域住

民の要望や意向を何らかの形で反映できる仕組みを構築していくことも視野に入れなが

ら、保護者・児童生徒・教員たちが納得のいく教科書採択が行われるような教科書行政の

抜本的な改善策が検討されるべきであろう。

2 教員への意識調査・ヒアリング調査からの考察

第一に、教員たちのカ印本の認知度であるが、「知らなし、」と回答した教員が 16%近く

いた。閲覧の有無についてはさらに低下して「見たことがなしりと回答した教員が 20%

近くに達していた。「知らなし、」と回答した教員は、特殊教育教職年数が 5年未満の教員

が中心となっていたが、特殊教育教職年数が 10年未満の教員も 4名 (4.9%)し、た。また、

「見たことがない」と回答した教員には、特殊教育教職年数が 10年未満の教員は 6名

(7.3%)、15年未満の教員も 1名(1.2%)、20年未満の教員も 1名(1.2%)含まれてい

た。 107条本の認知度についても「知らなしリと回答した教員が 15%近くおり、その中

には特殊教育教職年数が 10年未満の教員 2名 (2.4%)が含まれていた。この数字は、あ

くまで採択条項の教員の認知状況と閲覧状況なのであり、採択率下位校の教員たちについ

てはさらに認知度と閲覧状況が低下することが推測される現状を深刻に受け止めねばな

らないだろう。知的障害学校の教員は、知的障害を有する児童生徒の教育に携わるいわば

専門職であり、こうした専門職の教員たちの中に大印本や 107条本について認知してい

ない教員や実際に手にして見たことがない教員がいるということは、カ印本や 107条本

の改善についての関心の高まりと広がりが期待できないばかりではなく、知的障害を有す

る児童生徒に対する「国語」や「算数(数学)Jなどの読み書き計算能力を高めていくた

めの教材教具研究や教育方法研究などの深化・発展につながらない結果となってしまうの

でことも懸念される問題なのである。養護学校教員養成課程のある学部・学科を有する各

教育機関は、教員を志している学生たちに大印本や 107条本に関する情報を積極的に提

供していくことが重要となってくる。また、各学校ごとに穴印本や 107条本の調査・研

究の研修機会を設定したり道教委などを中心とする各自治体での研修会で教材研究の機

会を設定したりするなど、現職教員に対する教育・研修努力が要請されていると言えるだ

ろう。それ以外にも、通常学校で使用する検定教科書の教科書展示会は開催されていても、

女印本や 107条本が併せて展示されていることは少ないような実態がある O 道教委など

を中心とする自治体関係機関は、大印本や 107条本を図書館や市役所など教員や保護者

をはじめとする一般市民の方にも足を運びやすい場所での教科書展示会を拡充・充実させ

るとともに、図書館や市役所などで大印本や 107条本を常時閲覧することができるよう

にして幅広い層の方々へ紹介していく行政努力も必要で、ある O 第二に、交印本や 107条

本の使用状況については、「使用していなしリと回答した教員が大印本は 91.5%、107条

本は 61.0%と、ほとんどの教員が使用していない現状が明らかとなった。さらに、女印

本や 107条本の使用頻度についても、大印本は月に 1回程度、年に 1回程度というほと

んど活用されていない状況で、 107条本についても月に 1回程度が最も多い回答となって

いた。「使用している」と回答した教員の中には、授業で使用するというよりも休み時間
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や自由時間などの児童生徒が読んでいるなどと娯楽的要素の強い形態で活用されている

ケースも多く見られ、教科書採択本来の趣旨と大印本・ 107条本の在り方そのものが問わ

れている調査結果であったと言える。カ印本や 107条本の取り扱いについても、教室の

本棚やロッカーに保管されたままになっていたり、家に持ち帰られたままの状態になって

いたりして通学している児童生徒のランドセルや鞄の中身は筆記用具以外には勉強道具

は何も入っていないような状況が多いようであった。こうして教育現場では、大印本・ 107

条本を使用しない時の国語や算数(数学)の授業は、「領域・教科を合わせた授業を行っ

ているため国語や算数(数学)の授業は行っていない」と回答した教員が 50%以上であ

ったが、読み書き計算の指導は領域・教科を合わせた授業の中で、行っていくために「自作

の教材教具Iを使用したり、「市販の問題プリント Iや「市販の国語・算数セット Iを活

用したりしながら進められているようだった。また、女印本や 107条本を使用しない理

由についても、「領域・教科を合わせた授業が多し、から」という回答が大印本と 107条本

の双方において 20~30%見られた。このようにカ印本・ 107 条本を使用しない理由とし

て、「領域・教科を合わせた授業が多し、」という教員からの回答が多く見られたが、実は、

女印本については昭和 36年の編集作業に入る前に委員会の中で教科書の確認事項につい

て検討されており~ 1、以下のように捉えられていた。

①教科書の位置つけ....ー単元展開(生活単元・生産単元・教材単元など)の中に含まれる数量的経

験・言語的経験などを助けるための素材を提供するものであること 3

②教科書の内容一・・・精薄児に対して望ましい生活と思われる数量的経験・言語的経験などを示すも

のであること 3

③教科書の役割...教員に対しては指導の場や機会を示唆するものであり、児童生徒に対しては課

題意識を起こさせえるものであること 3

すなわち穴印本は、「国語Ji算数(数学)J i音楽」の教科書として編集が進められたも

のの、教科書の位置づけとしては「国語Iや「算数Iといった教科別の中で使用するので

はなく、本来カ印本は領域・教科を合わせた授業の中で数量経験や言語経験などの学習に

関して部分的に使用することができるように工夫されて編集された教科書であったとさ

れている O ところが、こうして発行された穴印本は、現在に至っても領域・教科を合わせ

た実際の授業の中ではほとんど使用されていないのである。「国語Iや「算数」といった

読み書き計算の力は教材教具を活用し、系統的に反復練習を徹底してし、かないと確実に身

についてし、かないものである O そのため、教員たちは領域・教科を合わせた授業の中で読

み書き計算の学習をする時には、「女印本や 107条本の内容が児童生徒の実態に合ってい

ない」ために「自作の教材・教具を使用した方がいし、からI、「市販の教材・教具を使用し

た方がいし、から」という理由でカ印本や 107条本以外の教材教具を授業で使用している

のが実態である O いずれにしても教員たちは、児童生徒の読み書き計算の力を育成させる

ために何らかの教材教具が必要なので、膨大な時間をかけて自作の教材教具を作成したり、

様々な市販の教材教具の中から児童生徒の実態に合ったものを選定したりして教材教具

の研究を日夜繰り返しながら児童生徒の読み書き計算の力を伸長させるための努力をし

ているのである O しかし、 1日6時間の全ての授業を 1年間にわたって試行錯誤を繰り返
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しながら教員が教材教具を作成・選定して授業を行っても、最終的には場当たり的で)1頃序

性・系統性を欠いた指導になってしまいがちになっていることが多いのではないだろうか。

教材教具の研究・選定に追われていると「教育内容」や「教育方法」の研究に時間を費や

すことができず、授業における教育成果が現れにくくなったそのしわ寄せは全て児童生徒

が受けることになる。こうしたジレンマは日々感じながら教壇に立っている教員の方々も

多いのではないだろうか。こうした教材教具を作成・選定する負担を少しでも軽減するた

めにも「指導方法」の研究に時間を多く割くことができるような教科書の在り方を追求し、

順序性・系統性のある児童生徒や教員にとって羅針盤的な役割を果たすことができる大印

本として質的内容が検討されてし、かなければならないだろう O

第三に、 107条の本の現状については、同一採択地区内であっても採択参考資料以外か

ら教員が児童生徒の実態に合った絵本などを自由に選択できることを容認(黙認?)して

いる自治体と、 A市のように、採択参考資料以外の本の選定を容認していない自治体があ

るようである。 A 市のように、あまりにも採択参考資料の 107条本を「絞り込み」すぎ

て選定できる本を制限してしまっている状態は、行政施策の不均衡として捉えられるばか

りでなく、教員が児童生徒に合った絵本などを選定することを制限し、授業で使用しない

絵本などをただ単に垂れ流ししてしまっている状態になっているのである。このような自

治体は、早急に採択参考資料の 107条本の種類を増やしたり、採択参考資料以外の本も

選定することができるように改善されたりするなどの対策が図られるべきである O また、

学校教育法第 107条に規定されるのは、あくまで教科用図書であるということであるが、

重度障害を有する児童生徒に対する 107条本については、絵本などの図書に限らず予算

の範囲内で児童生徒の実態に応じて使用頻度の高い有益な絵カード、やパズルなども教科

書として扱うなど、選定の幅を拡大していくことも検討されていくべきであろう O さらに

学校教育法第 107条に規定する教科用図書は既述したように盲・聾・養護学校において

は文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科

用図書を使用しなければならないことを原則とするが、ただし、当分の聞これらの教科用

図書が揃わないことも予想されるので、文部科学大臣の定めるところによりいわゆる検定

または固定教科書以外の教科用図書を使用することができることを規定したものなので

ある。しかし、国語・算数(数学)・音楽の 3教科については編集・発行されているもの

の、それ以外の教科の穴印本は編集・発行されていない。教育基本法第 10条第 2項にも

規定されているように、「教育行政は、(中略)教育の目的を遂行するのに必要な諸条件の

整備確立を目標として行われなければならなしリのである。これまでの様々な教科別学習

の研究成果や実践成果が各研究会・出版物などを通じて報告されている O しかし、こうし

た研究成果が何らかの形でカ印本の編集に反映され、改善されてきた形跡が見られるだろ

うか。これまでに蓄積されてきた研究成果を大印本に反映させながら当分の聞という規定

を廃止し、全教科分の寸印本の編集・発行を検討していく時期に差し掛かっているといえ

るのではないだろうか。

3. "")た印本の内容面についての考察

第一に、教科書法第 2条による教科書の定義とは、「小学校、中学校、高等学校、中等

教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科
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の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であって文部科学大臣の

検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」をいう。これはつまり、

①教科課程の構成に応じて組織排列された教材であること O

②教科の主たる教材であること。

③教授の用に供せられること。

④児童又は生徒用図書であること。

以上の項目が教科書の実質的内容であると考えられる。少なくとも「教科課程の構成に応

じて組織排列される」ということは、教育課程の基準として学習指導要領に示された内容

に即応して組織排列されることである O もちろん穴印本は、一定の意図の下に組織排列さ

れて編集されてきたのだと考えられるものの、国語・算数(数学)・音楽と編集されてい

る3教科全てのカ印本が採択されていても教育現場において知的障害を有する児童生徒

に対して主たる教材ともなっていないし、ほとんど教授の用に供せられていないのが現状

なのであることを深刻に受け止めていくことが必要である。

[資料 5- 2]は、我が国の教科書検定制度について示したものである 220 検定に当たっ

て審査の基準となっているのが教科用図書検定基準(告示)であるが、この基準は、「総

則JI各教科共通の条件JI各教科固有の条件」から成っており、このうち「各教科共通の

条件」には、例えば「学習指導要領に示す事項を不足なく取り上げ、不必要なものは取り

上げていないこと JI全体の分量及びその配分並びに内容の組織及び相互の関連は適切で

あること JI誤りや不正確なところ、相互に矛盾しているところはないこと」などといっ

た基準が示されている。発行者から検定の申請があると、文部科学大臣はまず、教科書調

査官のその図書の調査を命じ、続いて大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に

教科書として適切であるかどうか諮問する。審議に先立って下調べを行う教科書調査官は

文部科学省の常勤職員で、大学の教職経験者などが採用されている O また、審議会の委員

は大学教授や小・中・高校の教員などから選ばれており、必要に応じてさらに委員が置か

れることになっている。これらの調査結果に基づき、審議会が教科書として適切か否かを

判定して答申する O これを受けて大臣が合否を決定する。しかし、一発で合否が決定する

ことはほとんどなく、必要な修正を行った上でサイド審査するのが適当と審議会が認めた

場合は、合否の決定を保留して検定意見を通知することになる。これを受けた申請者は、

検定意見に従って修正した内容を修正表にまとめて提出する O そして審議会は、再度これ

を審査して答申し、合否が決定するのである O 検定基準に共通する項目 23は、以下のよ

うな規定がある O

( i )絶対条件として

① 教育基本法及び学校教育法に定める目的と一致しているか。

② 学習指導要領に定める各教科の指導目標と一致しているか。

③ 政治や宗教について立場は公正であるか。

(並)必要条件として

① <内容> 内容はその教科の学習指導要領に示されている教育課程に基づい

ているか。

② <児童生徒の発達> 児童生徒の発達に適応しているか。内容は児童生徒に

興味をもたれるものであるかなど。
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③ <組織・排列> 排列が適切であるか。分量区分が適切であるか。挿絵・写

真・地図などが適切に用意されてあるかなど。

④ <表現> 表現が明確平易で魅力であり、児童生徒に親しまれやすいか。表

現の難易が適切に順序づけられているか。漢字・かなづかい・ローマ字綴り

が適切であるかなど。

⑤ くその他> 文字の大きさ・字体が適切であるか。製本は堅牢であるかなど。

以上のような基準がそれぞれ定められている。

一方、大印本の作成までの流れ[資料 5-3]を見てみると、小・中・高等学校などの「教

科調査官」に当たる「特殊教育調査官」に執筆依頼がされた後、交印本は固定教科書で検

定がないために編集されると入札を経て発行というあまりにも単純な流れの中で児童生

徒に給与されているのかが分かる。検定のない穴印本については、これらの条件を満たし

ていくには現状では十分ではないように思われる O

小学校・中学校・高等学校の検定教科書が、厳しい検定を経て児童生徒に給与されてい

ることは記述したが、それ以外にも全国の各学校に研究指定校を設定して教科書研究も行

っている o [資料 5-4]は、文部省(当時)が全国の各小・中学校に教科書研究を要請し、

『教科書研究指定校研究報告書』としてまとめたものである O 検定教科書は、こうした細

かい記述・挿絵などについても現場の教員からの指摘を受けながら今後の改善点として活

かされているのである。大印本についてもこうした現場の教員たちからの指摘を受けなが

ら内容・配ダ1).表現・挿絵など全ての面についての改善努力が要請されていると言えるだ

ろう。

第二に、質問紙調査における教員たちの回答の中で、カ印本の在り方について最も回答

が多かったものは「もっと児童生徒が親しみやすい挿絵・写真が多くなるとよしリという

項目であった。ここで実際に初めて発行された当時の穴印本の挿絵と平成 14年に改定さ

れた大印本の挿絵を比較してみる。[資料 5-5]・[資料 5-6]・[資料 5-7]は初めて発行

された当時の国語・算数・音楽の穴印本の挿絵の一部である O そして[資料 5-8]・[資料

5-9]・[資料 5-10]は平成 14年に改訂された大印本の挿絵の一部である。若干の変更は

見られるものの、ある教員が指摘していたように通常学級の教科書と比べてみると、児童

生徒の共感を得られるようなイラストとしては十分ではないと指摘できょう。[資料 5

11]は、某出版社から発行されている小学校 3年生の検定教科書である O 低学年の児童に

は人気のアニメキャラクターを挿絵に登場させて、興味・関心を喚起させようとする題材

になっていることが分かる O こうした現在の児童生徒の興味・関心を喚起させることがで

きる教材を増やし、領域・教科を合わせた授業の中でも部分的にでも使用することができ

る楽しい差挿絵や写真が掲載されることが求められる。

また、[資料 5-12]は平成 14年度に改訂された算数交交交の中に実際に掲載されてい

たものであるが、女印本には検定がないためか誤記もあり、温度の読み方が i200C :で

はなく角度を現す i200 Jとして説明されている O これは、今回改定されたものが初めて

の誤記ではなく、以前からこうした誤記が訂正されないまま現在に至っている実情なので

ある。
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4 知的障害を有する児童生徒への教科書と教育

戦後の知的障害を有する児童生徒たちの教育は、下学年用の教科書を使用しながら学習

内容の段階を下げるなどして、児童生徒が学習可能な教材を任意に選択して教えていく授

業に対する批判から出発した。教科の「水増し教育」と言われたこのような教育が、本来

的に知的障害を有する児童生徒の実態にそぐわない教育として否定されたのである O これ

には、知的障害を有する児童生徒たちの抽象的な思考能力の発達可能性に対する消極的な

発達観(恒久的遅滞)が背景にあった。つまり、「知的障害」は単に抽象的な観念の操作

能力が未発達な状態を示すだけではなく、教育によってこの能力を育成・伸長させていく

こと自体が無意味なこととされていたのである 24 そして、この抽象的な思考能力の弱

さが「知的障害」を有する児童生徒の心理的特性の問題として極めて固定的に考えられて

いたのだと言える O こうして、教科にこだわることは「知的障害」を有する児童生徒の実

態を把握していない議論だと批判され、これと対置する形で「生活主義教育」の必要性が

主張されてきたのである。しかし、「生活主義教育」を主張する立場からの「水増し教育」

の批判は正当なことであると考えられるのであるが、一般の教科書を教えることを教科教

育と見たのは、あまりにも皮相な理解であったと言えるだろう O

これまでの我が国における「生活主義教育」を標梼する生活単元学習や作業学習などの

問題点については多くの論稿があり、領域・教科を合わせた指導は生活に必要な実用的知

識が学習の系統的発展や児童生徒の認識発達の段階・筋道とは切り離されて、いわば場当

たり的に取り上げられることが多く、認識・知性の発達や学習の系統性をそれなりに重視

していたはずの本来の経験主義教育とも異なる独自の「生活主義教育」が形づくられて今

日に至っていると言われている O その中でも特に高等部の教育課程は、就労準備のための

適応主義的な職業教育としての「作業学習」に傾倒しすぎている問題点が数多く指摘され

v亡し、る 25O

ところで、今回の調査の中でカ印本や 107条本を使用しない理由として「領域・教科

を合わせた指導が多し、」ことを理由に挙げていた教員が多かった。このことから、知的障

害を有する生徒の今後の最重要学習分野についての質問には、生活単元学習や作業学習な

どの生活主義的な学習分野が多く回答されると予想していたのであるが、「人との会話の

学習JI金銭の使い方の学習JI簡単な文字や文章の読み書きの学習JI乗り物などの利用

や時刻表を読む学習Iといった国語的・算数(数学)的な学習分野が上位に回答されてお

り、農業的・工業的な作業学習などの学習分野はいずれも下位に位置づけられている結果

となっていた。藤本文朗(1992) は、早くから知的障害を有する児童生徒に対する生活

主義教育に対する批判的な立場を表明し教科教育の重要性を主張していた。しかし教育現

場では、養護学校義務制が施行されて以来、在籍児童生徒の障害が重度・重複化している

ために教科別学習や生活単元学習に取り組むよりも児童生徒の健康管理・健康づくりが中

心にならざるを得ない現状があることや、生活単元学習か教科別学習かという考え方の相

違というよりも、教育条件が貧困であるがゆえに教科別学習を豊かに時間をかけて取り組

みたくても、生活単元学習にしか取り組みにくい教育条件に教員が追い込まれている現状

があることを養護学校の現場に関わった経験を踏まえて指摘している 26 つまり、多く

の教育現場の教員たちは、読み書き計算を含めた豊かな教育実践的サービスを行わなけれ
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ばならないことは心情的には理解していても、物的条件整備があまりにも貧困であったた

めに実践に取り組みたくても取り組むことができない状況に陥ってしまっていたことも

わが国の知的障害を有する児童生徒の教育が独自の「生活主義教育」として形成されてい

った要因のーっとして挙げることができるのではないだろうか。

これまでの我が国の知的障害を有する児童生徒に対する教育の歴史から導き出される

ことは、「知的障害I という「特殊性」よりも通常教育と共通の目的に焦点を置いた研究

や実践を行う必要があることである。つまり、これからの知的障害を有する児童生徒に対

する教育は、通常教育においても課題となっている人格形成や全面発達、自己実現といっ

た「個の尊厳」を重視した観点と学習権を保障する観点から模索されなければならないと

いうことである O また、「就職のための教育」だけではなく、豊かな社会参加を促してい

くことができるような「人格形成のための教育」を視野に入れた基礎学力の育成を検討し

ていく必要があるだろう O こうした点から知的障害を有する児童生徒の教育における教育

方法の深化のためには、優れた内容を優れた方法で指導することで優れた授業が創造され

るとする教授学の原点に立ちながら、何が「優れた内容」であるかを探求しつつ、知的障

害を有する児童生徒の教科書の在り方を改善していく必要があると言えるだろう O
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