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申し入れ書 
 

２０１１年８月５日 

 

今治市教育委員会 委員長殿 

今治市教育委員会 教育長殿 

今治市教育委員会 各委員殿 

 

琉球大学名誉教授 

髙嶋伸欣 

 

 

 

 

 

日頃、今治市における教育充実のため努力されていることに敬意を表します。 

さて、今般の 2012 度使用中学校社会科教科書の採択に関し、教科書研究者の立場から、

下記の通り注意喚起をいたしたく、申し入れ書をここに提出いたします。 

 

記 

 

１、育鵬社版教科書の採択は違憲の行為であること 

 

（１） 政府による全国一律の一定程度の教育内容を最低基準として強制する学習指導要

領等の策定を合法と判断した「旭川学力テスト事件 最高裁大法廷判決」（１９７６．５．

２１）では、その一方では教育行政の行き過ぎを厳しく戒めて、「例えば、誤った知識

や一方的な観念を子どもたちに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するよ

うなことは、憲法２６条、１３条の規定上からも許されないと解することができる」と、明示

している。 

 

（２） しかるに、育鵬社版教科書は、検定合格後の見本本においても、誤記＝誤った知

識が少なくないだけでなく、一方的な見解＝一方的な観念が多数、盛りだくさんに記

載されていることは、各種組織、団体等による声明などで明らかである。 

 

（３） 文部科学省による検定が１９９９年の「新しい歴史教科書をつくる会」の登場以後、

大巾な手抜き状況になったことは、同会による扶桑社版、自由社版教科書が数十ヶ

所の誤記を、検定で是正されないまま合格している事態のくり返しによって、すでに明

白となっているので、「検定に合格している」ことをもって、この件についての責任は教

育委員会等にないとすることはできない。 

 

（４） 今回の育鵬社版では、一方的な見解を記載したものの内に沖縄戦の「集団自決」を、

「米軍の猛攻で逃げ場を失い、集団自決する人もいました」とのみ記述している。 

 これは２００７年９月２９日の沖縄県民大会で超党派の沖縄県民が示した、「集団自

決」には日本軍（皇軍）による強制、深い関与があったとする事実の隠蔽への抗議を
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無視し、その後に文科省も認めた「日本軍によって追い込まれた」結果としての「集

団自決」多発の歴史的事実にまったく言及していないものである。 

 仮に百歩譲って日本軍の直接の関与のないケースがあったとして上記のような表

記がされるとしても、一方では「日本軍によって追い込まれた」ケースの多発が証明さ

れている以上は、後者についての記述を欠いたままであることは、両論併記を大原

則とする検定の基準にも反している。 

 

（５） とりわけ、この「集団自決」の一方的記述に対しては、この数日間に沖縄県内で広く

知られることになり、超党派の怒りの声が高まりつつある。 

万が一にも今治市内の公立学校で同書が採択された場合には、沖縄県民などから

の強い抗議の声に晒されることが予想されている。 

この件についてだけでも、対応の準備、説明責任を果たせるのか、目下の状況で

は心許ない。採択の結論は急ぐべきでない。 

 

（６） 以上の次第により、育鵬社版教科書が「誤った知識や一方的観念」を植えつけようと

するものであることは明らかである。従って、同書を採択することは、そうした「内容の

教育を施すことを強制するようなこと」になり、大法廷判決が例示した違憲行為が、実

行されることを意味する。 

 

（７） この違憲行為であるとする件についての十分な対応が準備されないままの採択は

結論を急ぐべきでない。 

 

 

２、育鵬社版教科書の採択は違法行為を助長するものであること 

 

（１） 育鵬社は、採択に向けた世論への働きかけの手段として文科省の指導を振り切り、

見本本を広く「市販本」として一般書店で販売している。その「市販本」を同書の趣旨

に同調する「日本教育再生機構」が一般向けに一括購入による割引販売を含め、同

機構の責任で販売をしている。 

 

（２） 従って、同機構は、育鵬社と同様に、教科書採択に向けた営業活動を実行している

事業者となる。そうした場合、同種類の商品販売について不公正な行為を禁じた独占

禁止法の規制「不公正な取引方法に関する一般指定」の対象となる。 

 

（３） しかし、同機構は、上記「一般指定」が禁じている他社商品（他社教科書）の誹謗中

傷を各種集会や印刷物等でくり返している。 

    こうした行為は、明らかに独占禁止法に違反している。 

 

（４） 結論として、育鵬社版教科書は、こうした違法な営業活動によって、採択の働きかけ

を続けているものであり、この違法行為を不問にして同書を採択することは、この違法

行為を助長するものとしての責任を問われることにもなる。 

 

（５） この件についての十分な対応が準備されないまま採択の結論を急ぐべきではない。 
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３、今治市教育委員会が 2009 年度の採択において、あえて従前のものに代えて採択

した扶桑社の「改訂版 新しい歴史教科書」は、出版社及び文科省が確認してい

る誤記が多数あることが明確になっているとすでに指摘されているにもかかわ

らず、それを放置したまで今治市の中学生に学習させている関係者の責任は、重

大であること 

 

（１）  教科書採択について議論する場合、学習教育の健全さを追及するためのものでな

ければならない。この観点に立脚した時、誤記が残存している教科書が、その点を

不問のまま採択されたことの最悪の影響を受けるのは、その教科書で学習させられ

る生徒たちであるという重大な問題点が忘れられては、ならないはずである。 

しかし、ややもすると「つくる会」系の扶桑社および自由社の教科書検定と採択を

めぐる従来の議論、法廷等の争いでは、この問題点への対応が忘れられがちとなっ

ている。今回の 2009 年度採択をめぐる争いでも、採択という行政行為の違法性の存

否が主たる議論の対象となっている。 

その一方で、誤記等不適切な記述が多数あると判明していながら採択された教科

書は、すでに 2010 年度と 2011 年度に入学した中学生に渡され、それによる学習が

強要されている。不適切記述が多数ある教科書を使用させられているという事実が、

次第にそれら中学生たちにも認識されつつある。 

そうした欠陥教科書と指摘されながら、それを自分たち中学生に使わせようとした

関係者たちは、中学生を侮辱し、人間としての尊厳を傷つけていることに気づいてい

ないと、中学生は気づくはずだ。現に、2 年目に入ったこの状況下で中学校生たちの

大人不信の念は急速に深まっていると、予想される。 

不適切な採択の責任の所在の明確化は、同じことの再発防止のために、不可欠

である。同時に、こと教育問題は一般的な議論の間も、日々の教育の営為は休みな

く継続されているのであり、問題点に対しては予防的措置と共に対症療法的措置も

講じていかなければならない。生徒にとっては一生に一度しかないその時々の教育

に、どれだけ大人社会が最善を尽くしているかで、大人への信頼度を判断することに

なる。 

本件の場合は、ここで指摘している不適切な記述、明らかな誤記を多数含む教科

書を使用させられている現下の中学生の不条理な状況を、いかに迅速に改善する

か、それが大人社会としての焦眉の急務であることを、ここに指摘しておきたい。 

そのためにも、本件の場合に限らず、愛媛県内の昨今の教科書問題における法

廷等での争いにおいて示された司法および行政側関係者等の判断の多くが、いた

ずらに形式論に終始し、こうした大人社会としての中学生に対する責務履行に不可

欠な、現実的対応の必要性を重視する観点を欠いていることは、きわめて遺憾という

ほかない。 

 

（２）  2010 年度の検定で初めて誤記と確認された「改訂版 新しい歴史教科書」の誤記

の事例 

 

ア） 2002 年度の初版以来の誤記の事例 

 

 ｢つくる会｣系歴史教科書の 2002 年度用初版ですでに誤記のまま検定で合格と
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され､その後の 3 回の検定においても誤記とは指摘されず､4 回目の 2010 年度検定

でようやく是正を指示されたという､検定業務の特定教科書に対する手抜き実態を証

明する､極め付き誤記の事例は､前出の事例だけではない｡その事例数が多数である

ことも､｢つくる会｣系教科書だけに対する大甘検定の恒常性を裏づけるものでもある

ので､煩瑣を厭わずに､時代順に以下の通り列挙することにした｡なお､各項に示した

下線部が誤記と指摘された部分で､頁数は､｢改訂版新しい歴史教科書｣にこの誤記

が掲載されている該当頁を示している｡ 

 

 １、大和朝廷は､半島南部の任那(加羅)という地に拠点を築いたと考えられる(32 頁)

→影響を持った 

 ２、｢日吉神社文書｣(81 頁)→｢今堀日吉神社文書｣ 

３、(歴史地図中の表示)オスマン･トルコ帝国(91 頁)→オスマン帝国 

４、天正遣欧使節(92 頁)→天正遣欧少年使節 

５、1792(寛政 4)年､ ロシアはラックスマンを日本に派遣し､日本人漂流民を護送し

つつ､幕府に通商を求めた(132 頁)→ロシアはしばしば日本に接近を試み､

1762(寛政 4)年にラックスマンを､1804(文化元)年にはレザノフを日本に派遣して､

幕府に通商を求めた｡ 

６、小林一茶の｢春風の国にあやかれおろしあ舟｣の俳句は､この事件を背景にして

いる｡(132 頁)→レザノフの来航を背景にしている｡ 

   ―5 と 6 は､レザノフが通商を拒否された帰途に､サハリンなどの日本側拠点を襲

撃した事件のことが､一茶の句に反映している事実を分からなくしていたケース｡ 

７、(千島･樺太交換条約の内容を示す地図の地名表示) 

歯舞諸島(150 頁)→歯舞群島 

   →教科書の地名表示は文部省編集の｢地名の手引き｣に従うこととされ､そこで

は陸上部分は国土地理院発行の地形図､会場部分は海上保安庁発行の海図

に表示されたものを採用している｡ 

８、1891(明治 24)年には､足尾銅山の鉱毒問題が発生し(167 頁)→1880 年代のなか

ば 

９、不平等条約によって中国に権益をもつ外国勢力を排撃する動き(194 頁)→日本

や欧米諸国 

10､国民党政府(199 頁､206 頁)→国民政府 

11､日本国憲法は､世襲の天皇を←(213 頁)→下線部分を削除 

12､ソ連は…北方領土を日本領土と認めないため(217 頁)→ソ連は北方領土の国

後･択捉島などを不法占領しているため 

13､ (昭和天皇について)立憲君主の立場(226 頁)→立憲君主的立場 

14､ニクソン大統領は､北ベトナムを支援するソ連への牽制もあって､中華人民共和

国に接近し(221 頁)→激化していた中ソ対立を利用してソ連を牽制し､同時にベ

トナム戦争を終結させようとして 

 

イ） 2006 年度用改訂版の新たな誤記の事例 

 

ここでも、積極的で建設的とはとうてい考えられない作業であるが、2006 年度用

「改訂版新しい歴史教科書」から登場した誤記で、このときの分を含め 3 回の検定で

摘発されなかったものの内の幾つかを、逐次確認していくことにする。カッコ内に示し
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た頁数は、2009 年度に採択された上記「改訂版 新しい歴史教科書」の該当頁を示

している。 

 

１、約 100 万年前から、地球は氷河期に入っていた（17 頁）→約 260 万年前から。 

２、ついに任那は新羅にほろぼされ、大和朝廷は朝鮮半島における足がかりを失っ

た（33 頁）→影響力を失った。 

３、国司は、地方の豪族を郡司や里長として起用して、国を治めた（44 頁）→朝廷は、

地方の豪族を郡司や里長として起用して、国司に監督させた。 

４、院政では、天皇の父方が、朝廷のしきたりにとらわれない・・・（５４頁）→天皇の父

や祖父が 

５、米と麦の二毛作が始まり（80 頁）→二毛作が普及し〔2002 年度用の「新しい歴史

教科書」では、「農業では、二毛作や牛馬耕などが広まった」と正しく記述されて

いた。〕 

６、新しい教えに従った人々はプロテスタントとよばれた（91 頁）→プロテスタントとよ

ばれる。 

７、幕府は、1612（慶長 17）年、キリスト教禁止令を出し（104 頁）→1612（慶長 17）年、

幕府直轄領に対し、キリスト教禁止令を出し〔2002 年度用の「新しい歴史教科書」

の本文頁にある「江戸幕府初期外交年表」では、「１６１２ 幕府直轄領に禁教令」

とある。〕 

８、シャクシャインを指導者とする反乱をおこしたこともあった（シャクシャインの乱） 

（107 頁）→指導者として蜂起をおこしたこともあった（シャクシャインの戦い）。 

９、13 州の代表が集まり、イギリスからの独立宣言に調印している（133 頁） 

―→13 イギリス植民地の代表が集まり、 

10、この時期のヨーロッパ人は、軍艦から大砲を撃って、植民地を征服したのだった

（134－135 頁）―→19 世紀に入るとヨーロッパ人は、 

    ――帝国主義的な武力侵攻と支配は、大航海時代（15 世紀）以後の植民地時代

数世紀の間の最終段階であって、2002 年度用「新しい歴史教科書」の監修者で

あった高橋史朗明星大学教授が主張したような「500 年間」も継続していたもので

はない。 

11、図版「イギリス・インド・清のあいだのおもな商品の流れ」で“銀”が欠落（135 頁）

―→“銀”を三角形の物流図の中央に加筆 

――これも 2002 年用の旧版では、正確に記述されていた。三角形の物流図の

中央に加筆されただけでは、どのような流れなのかまだ理解できない。この程度

の修正でよいとした検定は、杜撰。 

12、1922 年に、ムッソリーニのファシスト党による独裁政治が始まった（193 頁）―→フ

ァシスト党が政権を掌握し、やがて独裁政治が始まった。 

13、日本は、３年半の占領期間に、――中等学校の設立、共通語の設定など、のち

の独立の基盤となる多くの改革を行った（207 頁）―→中等学校の増設 共通語

の普及など 

 

（３） さらに検定官が今なお見落としている誤記の事例 

 

以上が、遅ればせながら 2010 年度の自由社版歴史教科書の検定で摘発されたこ

とから明らかな誤記であると、「つくる会」自身も誤記と認めた事例である。 
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しかし、「改訂新しい歴史教科書」の誤記は、これだけではない。今なお検定官側

が摘発できていない誤記が多数ある。ここでは、それらを指摘していく。 

 

 １、70 頁の地図「13 世紀後半の世界」で「大都（現在の北京）」の位置が、海岸部に

なっている。この図版は 2002 年度用の初版本以来くり返し使用され、最新の

2012 年度用の自由社版にも掲載されているが、この誤記もくり返されている。

2002 年用の初版本が見本本として公開された 2001 年の時から、本意見書作成

者たちが、この誤りを指摘しているが、是正されていない。 

 ２、92 頁の本文７行目、「やがて日本は世界一の鉄鋼生産国となった」とあるが、当

時の世界全体の鉄鋼生産量を比較できる統計資料や分析研究はない。断定し

た表現は誤り。何かと「世界一」を強調したがる本書執筆者たちの幼児的嗜好を

反映させた記述で「一方的な観念」の押しつけに該当する。 

 ３、148 頁の「明治維新とは何か」のコラム本文の冒頭部分で、欧米列強の植民地

が拡大を続け、1914 年には地球の陸地の「約 84％にまで拡大した」とある。しか

し、その頁に掲載された世界地図の「1914 年の欧米列強の領土」表示にもとづ

いて、欧米列強の領土でない部分の陸地面積を計算すると、全陸地の 27.8％

になる。 

    生徒が使用している地図帳（教科書扱いで検定合格を義務づけられている）

の巻末にある国別面積表を用いて計算すれば簡単に、判明する。こうした小学

生程度の作業も検定官はしていない。この誤記は、最新の 2012 年度用自由社

本にも継続されたままとなっている。 

    前出のように、検定基準には引用について、信頼性の高い資料に準拠するこ

とを要求しているが、検定官たちは同じ頁にある図版の内容と本文記述内の引

用数字との整合性の確認さえ、怠っている。 

 ４、223 頁の本文で、1991 年の湾岸戦争について「日本は憲法を理由にして軍事

行動には参加せず、巨額の財政援助によって大きな貢献をしたが、国際社会

はそれを評価しなかった」とある。実戦部隊を派遣した国に対して被害国だった

クウェートがまず感謝を表明したことで、日本は評価されてないとの受け止めが、

日本国内でも一時期強調されたが、やがて日本へも感謝の意が伝えられた。ま

た部隊を派遣した国々からも評価されているので、この記述は事実に反してい

る。 

    また「一方的な観念」の押しつけにもなっている。 

 ５、巻末の年表に「1990 湾岸戦争（～91）」とある。 

前出の 223 頁の本文では「1990 年 8 月、イラク軍が突然クウェート侵攻し、翌

年１月、アメリカを中心とする多国籍軍がイラク軍と闘って、クウェートから撤退さ

せた（湾岸戦争）」とある。 

湾岸戦争とは、多国籍軍とイラク軍の戦いをいうのだから、年表は明らかに誤

記だし、この本文もクウェート侵攻からが同戦争として説明しているようにも読め

る。そのような誤った認識をさせる危険性があるものに対しては、検定で「誤解を

与える恐れのある記述である」とするのが常だが、ここでは、年表の誤記さえ見

落とされた。 

 

以上の誤記だらけの扶桑社版歴史教科書をあえて 2009 年度に採択したまま何

の対策も講じることなく、今治市の中学生にその教科書の使用を強制している今
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治市教育委員会の不作為は、最高裁判決に例示された憲法違反行為に該当する。 

 このような状況のまま 2012 年度用の採択権限を行使する資格が今治市教育委

員会にあるとは考えられない。まずはこの件の責任への対処を明確にすべきであ

る。 

 

（４）  また育鵬社は扶桑社の持ち株 100％子会社であり、育鵬社自身、しきりに「育鵬社

は扶桑社の教科書を継承する出版社です」とＰＲしている。従って上記の誤記の責

任を棚上げし、今治市の中学生に対して何らかの謝罪･訂正等をしていない育鵬社

の新版 2012 年度用教科書は少なくとも今治市に関する限り、採択の対象にすべき

ではない。 

  

 

４、歴史・公民分野の採択候補教科書である育鵬社版教科書を作成に実質的に関与し、

その採択を推進している「日本会議」の会員である小田道人司委員長は、委員長

を辞任するか、歴史・公民教科書の採択には、関与してはならないこと 

 

（１） 「日本会議」は、憲法改悪や教育の国家主義化をめざす日本最大の右翼政治団体

であり、同じ目的を有する「新しい歴史教科書をつくる会」と人的、組織的に一体とな

って、教科書作成・採択運動を続けてきた。 

 

（２） 「新しい歴史教科書をつくる会」は、現在、今治市の中学生たちが使わせられている

扶桑社版歴史・公民教科書の執筆・作成団体（共同事業者）である。 

 

（３） 「新しい歴史教科書をつくる会」は、その後、二つに分裂し、「日本教育再生機構」

が新たに作られた。そして、「新しい歴史教科書をつくる会」は、自由社との共同事業

者として自由社版歴史・公民教科書を作成し、「日本教育再生機構」は、育鵬社との

共同事業者として育鵬社版歴史・公民教科書を作成した。 

 

（４） 「日本会議」は、現在、上記両教科書が各教育委員会で採択されるよう、組織の総

力をかけて動いている。 

 

（５） また、育鵬社版教科書の作成団体かつ共同事業者である「日本教育再生機構」の

顧問１２人の内３人は、「日本会議」の幹部役員であり、他の顧問の多くや理事長・副

理事長らも、「日本会議」の機関誌への執筆や、「日本会議」からの自著の出版などの

形で関係しており、両団体は完全に、密接不可分の関係にある。 

 

（６） 以上から明らかなように、「日本会議」は、２０１１年度採択における歴史・公民分野

の採択候補教科書の作成に実質的に関与し、その採択を推進している団体である。 

 

（７） 教科書採択は、公共入札と同じ構造・質を持つ、一種の公共入札に該当する。つま

り、数社の採択候補教科書（入札教科書）から、当該自治体が使用する教科書を選

定・決定する（落札商品・業者を決定する）のが、いわゆる教科書採択である。そして、

教科書の場合は、その代金を、自治体に代わって、国が当該採択（落札）出版社に

支払う仕組みなのである。 
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たとえば、一般の公共入札において、落札業者を決める自治体側（自治体の仕事

をする事業者・自治体が使う商品を納入する業者を決める側）に、特定の入札業者

の利害関係者が入っているなどということが、はたして考えられるだろうか。 

先に示したように、育鵬社・自由社の利害関係者である小田委員長が、教科書採

択を行う側（自治体が使う教科書を決定する側）にいて、その決定に関わるのは、上

記の例で言えば、入札業者の関係者が、落札業者を決定する自治体側の担当者と

なり、その決定に関わることと同じことなのである。 

  

（８） したがって、「日本会議」の会員であり、育鵬社版・自由社版教科書と、その利害・目

的関係を同じくする小田委員長が、歴史・公民分野の教科書採択に関与するならば、

不公正な行為を禁じた独占禁止法の規制「不公正な取引方法に関する一般指定」に

明白に抵触する。 

 

（９） 以上の理由から、小田道人司委員長は、委員長を辞任するか、歴史・公民分野の

教科書採択の審議と採決に関わってはならない。 

 

 

５、以上の違憲・違法の行為である件を無視して採択が強行された場合に予定される

事態 

 

（1） 「えひめ教科書裁判を支える会」は、２００９年度の貴委員会の採択に対して、今治

市監査委員の監査請求を経て、松山地方裁判所に対し、同書採択によって生じる当

該校の教員用の教科書代金及び各校で購入する教師用指導書の代金の支出は、採

択が違憲・違法であるので、採択関係者等に代金の損害の補填を求めるなどの訴訟を

行っている。 

 

（2） このことを勘案すると、今年度の採択においても、上記の違憲・違法行為を犯して、

再び採択を強行すれば、「えひめ教科書裁判を支援する会」は、上記と同様の訴えを

起こすことが予想される。 

 

（3） 模範となるべき貴委員会が、上記に示した違憲・違法行為を犯すならば、子どもた

ちの貴委員会への不信は募るばかりである。 

 

（4） よって、先に述べた措置を講じるように申し入れる次第である。 

 

以上 


