
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成３０年８月２１日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成３０年８月２１日（火）午後２時２０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ３人 

 

５ 議決件数    ４件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ４件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    ０件 

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   平成３０年８月２１日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ １F 会議室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄 

          委 員  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

  

計  ４人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

  日程第２  教育長報告 

日程第３  第９号議案  平成２９年度教育委員会事務点検評価・報告書について 

日程第４  第１０号議案 平成３０年第４回府中町議会定例会に提案される教育委員会関

係の議案等に対する意見について 

日程第５  第１１号議案 平成３１年度に小・中学校で使用する教科用図書の採択につい

て 

日程第６  第１２号議案 平成３１年度に特別支援学級で使用する教科用図書の採択につ

いて 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    総務課長     谷口 充寿     

学校教育課主幹  畑尻 佳括    社会教育課長   山下 賢二     

総務課係長    山王 真由美    

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   それでは定刻になりました。出席委員が定足数に達しておりますので、ただいま

から定例教育委員会会議を開催いたします。 

       本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりでございますが、よろしいでし

ょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。規則によりまして、私

と坂田委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、次にまいります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

      〇７月２５日（水）下岡田遺跡調査指導委員会について 

７月２５日に、下岡田遺跡調査指導委員会がありました。本年度第１回目であり

ます。内容は、本年度の事業として行っております下岡田遺跡のレーダー探査によ

る調査状況について、それから遺物が出ておりますので、その分析などの成果報告、

そして今後の調査方針、それから調査報告書をこの事業でつくっていくということ

になっておりますので目次と執筆者について話し合いをされております。 
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       レーダー探査については、今はまだ分析中ということで、結果の写真をもらった

りしたのですが、やっぱり専門家が見てみないとわからないということでありまし

た。 

       それから、遺物の分析については、須恵器の中には漆のようなものが塗ってある

のだけど、それが何だろうかということで一応調査の結果、これは漆であるという

ことが確定し、その年代測定をやって、大体７世紀の半ばぐらいだろうといったよ

うな、６４０年から６６０年の間のものと、７００年代の初めごろといったような

結果が出ていました。 

今後どうしていくかということでありますけれども、できれば試掘なのですが、

多分試掘は難しいだろうと。地権者の関係もあってですね。もう少しレーダー探査

が必要であれば、もう少しやっていく必要があるなといったようなことがありまし

た。 

       それから、これまでのさまざまな報告書が出たり、いろいろな学者の方がいろい

ろな知見を出されていて、それを一覧にしてまとめていくような作業を今やられて

いるといったようなところの報告がありました。 

      〇７月３０日（月）災害対策特別委員会について 

       それから、７月３０日に災害対策特別委員会が行われました。これは議会のほう

の特別委員会です。豪雨についての府中町の状況についての説明があったというこ

とであります。 

      〇７月３１日（火）府中町臨時議会について 

       それから、その次の日、７月３１日、同じく議会のほうで災害復旧に係る補正に

ついてといったような内容について、臨時の議会が開催されております。私は、３

０日、３１日と実は欠席をしていますので、詳しい内容について、また部長のほう

から少し補足をしていただこうと思っています。 

      〇８月３日（金）府中町教職員研究大会について 

８月３日金曜日、教職員研究大会がありました。資料を付けているのですけれど

も、参加人数１９２名ということで、多くの職員が参加してくれたということであ

ります。研究大会のまとめを入れておりますけれども、参考になった内容等につい

てということで先生方の意見がざっと拾ってあります。この中にはちょっと書いて

いないのですけれども、目にとまったのが、今、学校で行っている研修と大体同じ

ような方向をさらにここできちっと知ることができてとても良かったといったよう

なもので、学校でも今この学習指導要領について研修を進めていて、基本的な考え

方等について職員に研修しているものの延長線上にこれがあったということで、と

てもよくわかったといったような内容のものがありました。あまり参考にならなか

ったというのが７名いるのですが、理由は書いていないので、よくわからないとい

うことがありました。参考にならなかったわりには、下のほうのアンケートではち

ょっといいことが書いていたりというようなものもありました。 

 それから、この研究大会後、速報版を先生方に渡しており、かなり細部まで、き

ちんとした中身になっています。先生方もメモされているとは思うのですが、一応

研修をしているときの１つの資料になっていくのかなと思いました。 

〇８月１８日（土）府中セミナーについて 

 それから、府中セミナーですけれども、参加人数９４１名、羽生さんに来ていた

だきました。羽生さんの講演を聞いて、私はとても良かったです。もっともっとお

もしろい話をしてくれるとかいうことを期待したり、いろいろなこれまで対戦のエ

ピソードみたいなのを期待されたりしていた人がほとんどかなと思うのですが、何

か羽生さんは、でも、そういう人ではないだろうなと。思ったとおりの感じで、と

ても私には良かった。実直な感じの、わりとうけ狙いの講演でもないし、思ったよ

うな感じの人で、いいなと思いました。 

〇８月１９日（日）第１７期村山聖杯将棋怪童戦について 

 その次の日に、第１７期の村山聖杯の将棋怪童戦がありました。１都１１県から

ということで２４５人の参加であります。東は東京都から、西は大分県までで、新

聞にも出ていましたけれども、優勝したのは大分市から来た小学校６年生の市岡真
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悟君でありました。初優勝ということでした。 

       府中町からは、２８名の参加でした。できたら、もうちょっと府中町からたくさ

んの子が出るといいなと思うのですが、学校でのクラブ活動もなかなか難しいと。

その理由の１つに、やっぱり指導者がなかなかいないということがありました。公

民館などでみてくださる人もいらっしゃるので、できたら、公民館活動や呉娑々宇

スポーツクラブの文化のほうで、入門用をやってくれるとか、何かそんなようなこ

とに広がっていけばいいのではないかなということを思っています。 

以上、教育長報告であります。何か質問はありませんか。 

 

坂田委員   では、１つ。府中町の教職員研究大会の感想を今ざっと読ませてもらいました。

全体的には肯定的な意見が多かったように思います。学んだことを自分が、あるい

は自校で生かしていこうという思いが伝わってきました。とても時期を得た有意義

な研修会だったように思います。 

 

教 育 長   この３日間が終わって次の週の８、９日で、教育課程の説明会をすることになっ

ていたのですね。だから、ちょうどこの講演を聞いて、その説明会に行けば、ぴた

っと流れるなと思って実は計画をしたりもしてくれていたのですが、その日程が流

れまして、１２月２６、２７日に説明会が延期になったといったようなこともあり

ました。 

       では、ほかにないようですので、次にまいりたいと思います。 

      日程第３、第９号議案「平成２９年度教育委員会事務点検・評価報告書について」

を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   事前にお配りしておりますが、平成２９年度教育委員会事務点検・評価報告書（案）、

これにつきまして、最後のページ、前回の教育委員会会議でも概略を説明させてい

ただきましたけれども、評価委員の点検・評価のコメント等を加えたものとして案

をお示しさせていただいております。一部修正も含めて、若干ありますけれども、

総務課のほうから説明します。 

 

総務係長   総務課総務係長でございます。平成２９年度教育委員会事務点検・評価報告書（案）

について、説明させていただきます。 

       今、部長がおっしゃったように、前回の教育委員会協議会でお配りした報告書の

案で、７月２７日に評価委員である比治山大学、山田教授のヒアリングを受けまし

た。ヒアリングを受けて、２０ページに第６、評価委員の点検・評価として、山田教

授による評価を追加して記載しております。その他の部分に、報告書の内容に変更

した部分はございません。 

       なお、本議案は、例年どおり、教育委員会会議での議決後に府中町議会へ報告さ

せていただく予定になっております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長   今、説明をしていただきましたけれども、何か質問はございますか。よろしいで

しょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございますので、日程第３、第９号議案については、原案のとおり可

決いたしたいと思いますので、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、第９号議案については、そのように決します。 

 

教育部長   すみません。これを成案としまして、最終的にはホームページに掲載、それから
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議会への報告等を従前どおり行わせていただきたいと思います。 

 

教 育 長   では、その手続きについては、事務局でお願いします。それでは、次にまいりま

す。日程第４、第１０号議案「平成３０年第４回府中町議会定例会に提案される教

育委員会関係の議案等に対する意見について」、これを議題といたしますが、本件

は、成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当と思われ

ます。また、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまでとすること

が適当と思われます。 

       また、次の日程第５、第１１号議案「平成３１年度に小・中学校で使用する教科

用図書の採択基本方針について」及び日程第６、第１７号議案「平成３１年度に特

別支援学級で使用する教科用図書の採択について」、これは教科用図書採択の議案

となっております。こちらについては、安芸郡の教科用図書採択地区の採択事務に

関する規約の中に情報公開という項目があり、第１４条で公開の時期は広島県教育

委員会が文部科学省に広島県内の全ての採択地区における採択結果を報告した後と

するとしております。また、教育委員会としても、各委員の自由闊達な意見交換を

求めるために非公開が適当と思われます。なお、非公開の期間は、教科用図書採択

が決定をし、文部科学省への報告が済むまでが適当と考えます。 

       第１０号議案、第１１号議案、第１２号議案の議事内容について、非公開とする

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

教 育 長   出席委員の３分の２以上と認め、第１０号議案については非公開とし、非公開期

間については、議会に議案が提出されるまでとします。また、第１１号議案及び第

１２号議案についても非公開とし、非公開期間については、教科用図書採択が決定

をし、文部科学省への報告が済むまでとします。 

       それでは、日程第４、第１０号議案「平成３０年第４回府中町議会定例会に提案

される教育委員会関係の議案等に対する意見ついて」を議題といたします。説明を

お願いします。 

 

教育部長   平成３０年第４回府中町議会定例会は、９月から始まります。この定例会に提案

される教育委員会関係の議案等に対する意見について、教育委員会の審議に付した

いと思います。説明は総務課長のほうから行いますが、一部、補正予算の関係で、

現時点において、まだ財政のほうと調整している部分がありまして、修正、訂正が

ありますことを念のため申し添えておきたいと思います。 

       それでは、総務課長のほうから説明します。 

 

総務課長   総務課長でございます。第１０号議案「平成３０年第４回府中町議会定例会に提

案される教育委員会関係の議案等について」、ご説明いたします。 

       これは９月に開催されます平成３０年第４回府中町議会定例会の議案として、府

中町長に対しまして教育委員会から提案を依頼しているものでございまして、平成

３０年度府中町一般会計補正予算（第４号）についての計上となります。 

       教育委員会総務課関係分の３件となります。それでは、内容をご説明します。 

       ８ページをごらんください。まず、小学校施設改修等事業の補正です。内容は、

府中南小学校便所改修工事設計業務委託料となります。平成３１年度、府中南小学

校の全ての便所の洋式化及び配管取りかえ等を行うための工事に伴う設計委託料で、

金額は７３４万４，０００円となります。昨年度策定しました学校社会教育施設等

長寿命化計画に掲げる事業の実施となります。老朽化等が著しいことから緊急度が

高いと判断して、他校のトイレ改修に先行して取り組むものでございます。なお、

トイレ数は３４カ所となります。 

       次に、小学校維持管理事業の補正です。内容は、施設修繕料でございます。府中

中学校の転落事故に係る裁判の判決を踏まえまして、町内５校の小学校に対して施
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設管理の安全点検を指示し、提出された報告内容に基づくとともに、教育委員会職

員も点検を行い、危険であると判断した箇所の修繕を行うための費用で、３０８万

４，０００円となります。再発防止のため、府中南小学校、府中東小学校、府中北小

学校の校舎の窓や階段、通路等に転落防止対策を行うものです。 

       最後に、中学校維持管理事業です。内容は、小学校維持管理事業と同様で、施設

修繕料でございます。２つほどございます。１つ目は、先ほどと説明が重複いたし

ますが、府中中学校の裁判結果を踏まえまして、中学校２校に対しましても施設管

理の安全点検を指示し、提出された報告内容に基づくとともに、教育委員会職員も

点検を行い、危険であると判断した箇所の修繕を行うための費用で、１３０万円と

なります。再発防止のため、両中学校の校舎の窓及び階段等に転落防止対策を行う

ものでございます。 

       ２つ目は、府中緑ケ丘中学校の電気関係の改修です。毎月実施しております電気

工作物の点検により、高圧引き込み機器等に漏電があることが判明しました。原因

は、電気ケーブルと機器の劣化によるものと考えられます。改修内容は、敷地内へ

の電柱の新設、電気ケーブルの架空配線、既存電柱に設置している開閉器と保護装

置の交換となります。 

       先ほども部長が申し上げましたが、今回、９月議会の補正予算は災害関係が多く

計上されるということを聞いております。財政当局からも、削減等の見直し協力依

頼がございましたので、現在、当初予算対応の可能性の検討、金額の見直しと内容

の精査を続けているところでございます。したがいまして、内容等の変更、つまり

減額の可能性があることを改めて申し添えておきます。 

       以上、教育委員会関係の補正予算につきまして、教育委員会として府中町長に議

案としての提案を依頼することについて、教育委員会の審議に付するものでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

教育部長   少し補足させていただきます。まず、最初の南小学校のトイレの改修なのですけ

れども、これは来年度、平成３１年度から実質的な工事に入るための事前にやっぱ

り設計が必要になるということで、トイレだけでいくと大体１億円を超えるような

工事費になるので、設計費用ということで今年度中に、スケジュール的に今年度中

に設計しておかないと来年度からの工事に間に合わないということで、緊急的に補

正を組ませていただくというものです。 

       今、総務課長のほうからありましたけれども、９月議会、補正予算というのは、

そもそも本当に真に必要なもの、緊急を要するものに精査しないといけないという

ことと、今回どうしても災害対策の補正がかなり食い込んできているということで

落とされる材料がたくさんあって、とりわけ転落事故も緊急性はあるのですけれど

も、今やらなくても当初予算に回せばいいのではないかという議論もあって、少し

金額的には精査するような形になろうかなと思っています。合わせて、緑中学校の

高圧引き込み機器工事についても、これは恐らく落とされると思います。当初予算

にまわすという形になろうかなと思います。転落事故も、当時、平成２７年の事故

以降、すぐに５００万円以上の修繕を１回やっているのですね主には手すりをつけ

るのを中心にやっているのですけれども、今回は手すりをつけられなかった、原因

はちょっとわからないのですが漏れたところといいますか、学校の手洗い場のとこ

ろとか、何かしら残っているのですけれども、そこに手すりをつけるのと、あと、

窓が極端に開かないようにストッパーを設けて、幅が１５センチメートル以上開か

ないような形にしていると。当時と比べると学校のほうの教室に空調が入っていま

すので、風通しをよくする意味でも１５センチメートル開いていれば十分だろうと

いうことでストッパーをつけて、１５センチメートル以上開かないような器具を備

えつけると。ホームセンターなんかによく売っている器具で、数千円程度のものを

それぞれの窓につけるというような工事が中心になってきます。 

       それ以外でも、府中南小学校ですとか、府中緑ケ丘中学校で、どうしても低いよ

うなところで転落の危険性があるところが数カ所ありますので、そこに手すり、柵

を設けるというような工事は、この中に緊急的な措置としてやらせてもらおうかな
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と考えておりますが、いずれにしても、ぎりぎりの今はスケジュールタイミングで

あるのですけれども、精査されてしまうというような今の状況でございますので、

どういう形で補正を出すかということにつきましては、また次回、改めて報告させ

ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、何かご質問よろしいでしょうか。 

 

坂田委員   １つ教えてほしいのですけれども、校舎の階段はどういうふうなイメージになる

のですか。 

 

総務課長   階段は、平たい部分と当然くだる部分があるのですけど、くだる部分の高さが余

分に確保されていない。高さが低いのですよ。ちょっと体を乗り出すと落ちる危険

がある。今は、１１０センチメートルぐらい以上で建築はやっているらしいのです

けど、どうも古い建物は、それを確保されていない高さがあるらしくて、その危険

性があるということで、その上に手すり、落ちないように手すりをということの転

落防止です。 

 

教育部長   １メートルないところもあるらしい。 

 

総務課長   はい、１メートルないところも。府中緑ケ中学校は、図書室横の外階段は１メー

トルないところもあります。明らかに中学生の体は大きいので、ちょっと乗り出す

と頭から落ちてしまう可能性があるので、それは何とかしないといけないなという

ことです。 

 

坂田委員   校舎内ではなくて。 

 

総務課長   はい、外です。校舎内につきましても若干低いところがあるのですけれども、ち

ょっと学校によって違いがありますので、全学校を調査した上で、また対応を考え

ようかなと思っております。 

 

坂田委員   わかりました。 

 

教 育 長   そのほか、ありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようです。よって、日程第４、第１０号議案については、原案のとおり可決

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、第１０号議案については、そのように決します。 

      では、次に参ります。日程第５、第１１号議案「平成３１年度に小・中学校で使用

する教科用図書の採択について」及び日程第６、第１２号議案「平成３１年度に特

別支援学級で使用する教科用図書の採択について」、これを議題といたしますが、

第１１号議案、第１２号議案は、ともに教科用図書採択の議案となっておりますの

で、ここで関係委員の退席をお願いしたいと思います。上之園委員でございますが、

退席をお願いいたします。 

 

（上之園委員退席） 

 

教 育 長   それでは、日程第５、第１１号議案「平成３１年度に小・中学校で使用する教科

用図書の採択について」を議題といたします。説明をお願いします。 
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教育部長   平成３１年度に小中学校で使用する教科用図書の採択について、教育委員会の審

議に付したいと思います。説明は、学校教育課主幹のほうから行います。 

 

学校教育課主幹 学校教育課主幹です。平成３１年度に小中学校で使用する教科用図書の採択につ

いて、ご説明いたします。 

       まず、５月の教育委員会会議において採択の基本方針を決定していただきました。

その後、５月２１日に安芸郡４町の協議会が開催され、安芸郡採択地区協議会とし

ての基本方針が決定されました。その方針に基づいて、８月１日の協議会で来年度

から使用する小・中学校教科用図書について教科ごとに内定されました。各教科の

内定につきましては、県の方針をもとに安芸郡の選定委員会から示された５つの観

点、基礎・基本の定着、主体的に学習に取り組む工夫、内容の構成・配列・分量、内

容の表現・表記、言語活動の充実、これに基づいて十分な調査、研究を経て、適正か

つ公正な手続を踏んで行われた結果でございます。 

       資料は、内定した教科書の種目、発行者、採択理由をお示ししております。 

       それでは、１０ページ、別紙１をごらんください。平成３１年度に小学校で使用

する教科用図書の採択について（案）でございます。教科ごとの採択理由をご説明

いたします。なお、現在使用教科書の発行者と変更はございません。 

       まず、国語ですけれども、東京書籍に内定いたしました。『日常生活や他の教科

等の学習につながるよう多様な資料（図、グラフ、写真等）と文章等を関連づけて

考えさせたり、表現させたりする学習が多く掲載されている。また、巻頭の「国語

の学習を進めよう」では、「つかむ」、「取り組む」、「ふり返る」、「広げる」と

いう学習過程が示されており、課題解決的に国語の学習が進められるような工夫が

なされている。』でございます。 

       書写は、東京書籍に内定いたしました。『「調べよう」、「確かめよう」、「広げ

よう」という構成となっていることや、既習事項との関連がわかるような工夫があ

ることにより、児童が主体的に学習しながら書写の基礎、基本の力を育成すること

ができる。また、「生活に広げよう」が高学年に掲載されており、国語科の学習や他

教科との関連を図り習得した書写力を児童の学校生活や日常生活に活用できる工夫

がなされている。』でございます。 

       社会は、日本文教出版に内定いたしました。『単元の初めに「学習のまど」で狙

いを示すとともに、毎時間、児童の言葉で学習課題が設定してあり、主体的に学習

できるよう工夫されています。また、この教科書の仕組みとして、教科書を効果的

に活用した対話的な活動により学習を深める手だてが示されている。さらに、単元

の終わりに「ふりかえってみよう」が設定されており、言語活動を通して、学習内

容の定着を図ったり、思考力、判断力、表現力を高めたりすることができる。』でご

ざいます。 

       地図は、帝国書院に内定いたしました。『方位、距離と縮尺や土地の高さ、地図

の記号などがわかりやすく整理されている。さまざまな種類の写真や図等を用いて、

地形や位置のイメージを持ちやすく、地図のなり立ちが示されており、地図への興

味、関心を高められる。世界地図では、地球儀の図を合わせて掲載し、全体の中の

位置をつかむことができる。防災マップつくりの手順が示されるなど、社会科の学

習と地図を結びつけ、効果的に活用することにより学びを深められる。』でござい

ます。 

       算数は、東京書籍に内定いたしました。『単元の初めに課題を意識を持たせ、児

童が主体的に考え、他者に伝える学習活動を通して、思考力や表現力を高めること

ができるような構成になっている。また、測定や作図において的確に理解が図れる

ような写真、挿絵の配列となっている。さらに、日々の授業において自分や他者の

考え、感想等を表現させるノート指導例を活用することで、より充実した言語活動

が展開できる』でございます。 

       続いて、１１ページでございます。 

       理科は、東京書籍に内定いたしました。『問題解決の過程を明確にし、問題の前

に課題意識を持たせる工夫があることで、児童が見通しを持って観察実験等を行う
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ことができ、主体的に学習に取り組める構成となっている。また、習得すべき知識、

技能が確認できる自己チェック欄を設けてあることや、単元末には活用を意識した

問題が設定されており、思考力、表現力の育成に適している。さらに、ノートの書

き方の例示が学年に応じて示してあることで、自分の考え等をわかりやすく書く手

だてとなっている。』でございます。 

       生活は、東京書籍に内定いたしました。『多様な学習の活動例が写真等で掲載さ

れ、児童の気づきを促し、主体的な学びにつなげる手だてがある。また、学校生活

や生活科の学習について時系列で写真により紹介する幼保小の連携を意識した「す

たあとぶっく」、児童の実態に応じたワークシートの記述例など、入門期の学習が

スムーズに行われるような工夫がなされている。』でございます。 

       音楽は、教育芸術社に内定いたしました。『学習の目標が明確に示されており、

児童が目的意識を持って学習活動に取り組むことができる。また、器楽（リコーダ

ー）の扱いでは、スモールステップで基礎・基本の定着を図ることができるような

工夫がなされている。さらに、合奏曲、合唱曲の配列も、発達段階に即している。』

でございます。 

       図画工作は、日本文教出版に内定いたしました。『全学年に吹き出しで活動のヒ

ントを出すキャラクターが設置されていることと、巻末に設けられた「使ってみよ

う材料と用具」のコーナーが必要に応じて切り取って活用できるなど、児童が主体

的に学習に取り組める工夫がある。また、表情豊かな児童の写真が多く掲載してあ

り、興味・関心を持つことができる構成となっている。各題材ページに用具の安全

な取り扱いを適宜示すことにより、安全に留意することができるようになっている。』

でございます。 

       家庭は、東京書籍に内定いたしました。『２年間を通して、全題材が３つの小題

材から設定されており、目標の示し方が統一されている。目標や小題材でのつけた

い力を明確に示し、振り返りで確認させるとともに、巻末に「いつも確かめよう」

というページを設け、繰り返し確認できるものとなっている。学習上参考となる資

料等の内容が具体的でわかりやすく、主体的で安全に取り組むことができる。』で

ございます。 

       保健は、学研教育みらいに内定いたしました。『身近な健康、安全に関する課題

を自分のこととして捉え、主体的に思考させるために日常生活と関連した写真、挿

絵やグラフなど、わかりやすい資料を取り上げている。学習の流れが実生活と関連

づけて理解できるように仕組んであり、学習の振り返りにおいて自分の生活を見詰

め、学びを生かして考えたことが今後の生活に役立てられるよう工夫されている。』

でございます。 

       続いて、１２ページ、別紙２をごらんください。平成３１年度に中学校で使用す

る教科用図書の採択について（案）でございます。 

       特別の教科道徳について、採択理由をご説明いたします。特別の教科道徳は、東

京書籍に内定いたしました。『巻頭には、道徳の学び方や１年間の学習内容がわか

りやすく示されており、生徒にとって学ぶ意義や学習の流れや見通しが持てるよう

な工夫がなされている。また、１つの教材における適切な分量、考えるための明確

な視点、自分ごととして捉え、道徳的に考える力をつける「ＡＣＴＩＯＮ！」が設

定されていることで、主体的に学び、考え、議論する道徳の学習が展開できるよう

にしている。いじめ等の今日的な課題については、いじめ問題や生命尊重をそれぞ

れユニットとして構成している。問題解決的な学習を通して、多面的・多角的に考

え、人間としての生き方についての考えを深めることができる。生徒が思ったこと

を書き込む「つぶやき」や、みずから省みる力を高める「ＡＣＴＩＯＮ！」、巻末の

学期ごとの「自分の学びを振り返ろう」用紙等、生徒の自己評価・総合評価や指導

者の評価において活用できる内容が充実している。』でございます。以上でござい

ます。この内定資料をもとに協議していただいて、採択する教科書を決定していた

だきたいと考えております。 

 

教 育 長   ６月の終わりでしたか教科書展示が行われましたけれども、そのときのご意見等
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があったら教えてください。 

 

学校教育課主幹 教科書展示でのアンケートから紹介させていただいていただきます。 

       まず、国語の東京書籍ですけれども、教材がよく考えられてあってよい、それか

ら国語の鍵や学習の流れがあり、自学に役立つ、字が大きくカラフルでわかりやす

いといったような肯定的意見。一方、長文が多く、読解させるには難しいといった

ような否定的ではないですけれども、そういったご意見もございました。 

       書写については、東京書籍ですけれども、肯定的な意見としては、見やすく使い

やすい、紙面も広く、文字もよいといったようなところがございましたけれども、

否定的ではないのですが、なぞって書けるところが余りないと。これがたくさんあ

ったほうがいいのではないかといったような意見もございました。 

       社会については、日本文教出版ですけれども、資料が詳しく、情報量が多いと。

それから、大切なところの太字での表示や写真の使い方がよく、わかりやすいとい

ったような肯定的意見がありました。 

       地図の帝国書院については、各地の名産や歴史や音楽の舞台となったところが小

さなイラストであらわされていて、わかりやすく興味が湧くといったような肯定的

意見がございました。 

       算数の東京書籍については、紙質、製本を変え、開きやすくノートのようになる

とよいのではないかと。それから、学期末のまとめの問題がもう少しあるとよいと

いったような意見。肯定的な意見としては、単元の導入に振り子のコーナーがあり、

児童の思考の流れに沿っていて非常に使いやすいという意見であるとか、使われる

題材が生活の中のものや身近なものが数多く取り入れられているといったようなと

ころもありました。 

 理科の東京書籍ですけれども、肯定的な意見としては、問題解決の過程がわかり

やすく示されている、実験の手順がわかりやすく示されている、比較ができる写真

等の資料が多く提示されているといったような意見がありました。一方で、３年生

の教科書について、１学期の教材の範囲等が観察ばかりで児童の力をつけにくいの

ではないかといったような意見もございました。 

       生活については、東京書籍ですけれども、観察や感想を書く際の具体的な視点が

あるのでわかりやすいといったような肯定的な意見がある一方で、サイズが大きい

ので使いにくいのではないかという意見もございました。 

       音楽については、教育芸術社ですけれども、題材ごとのまとまりが明確であり、

音楽の得意な指導者も、そうでない指導者も使いやすいといった意見があった一方

で、鑑賞教材、これは４年生の魔笛についてですけれども、扱いが難しいのではな

いかといったようなご意見もございました。 

       図画工作は、日本文教出版ですけれども、児童作品が非常に参考になると、目当

てが明確に示してあるといったような意見。最後に掲載されている材料と用具のペ

ージがわかりやすく、片づけの指導などもしやすくてよいといった肯定的な意見。

一方で、選択題材がないといったような意見もございました。 

       家庭は、東京書籍ですけれども、教科書に直接書き込めるところがよいというも

のとか、調理実習の流れがわかりやすいといったような肯定的意見がございました 

       保健については、学研教育みらいでございますけれども、言葉の説明や参考とな

るウエブサイトなどの情報があってわかりやすいといった肯定的意見がありました。 

       全部を通してですけれども、どの教科書も図等が示されてわかりやすいように工

夫されていると考えるといったような意見がございました。以上でございます。 

 

教 育 長   ありがとうございました。 

 

坂田委員   特別の教科道徳、中学校のほうでは、私も読ませてもらったのですけれども、発

行者によっては、広島県にゆかりのある人物を取り上げていたものがあったように

思うのですけれども、この辺をどのように取り扱われましたか。 
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学校教育課主幹 本県にゆかりのある人物を扱った教材なのですけれども、今回内定した東京書籍

ですけれども、１年生のほうで山縣亮太さんであるとか、３年生のほうで黒田博樹

について取り上げられております。 

 

坂田委員   わかりました。 

 

教 育 長   小学校のほうは、今使っている教科書と同じですよね。 

 

学校教育課主幹 はい。 

 

教 育 長   今使っている先生方から、特にこの教科書は、採択して今使っているけど、なか

なか使いにくいとか、とてもいいとか、何か今使っている先生方の意見というか、

何かそんなものは聞かれたりはされていますか。 

 

学校教育課主幹 お聞きしているのですけれども、わりと使いやすいところについての肯定的な意

見はかなり多いというところがあるのですけれども、使いづらいというところも若

干あることはあります。 

 

教 育 長   使いづらい、なるほどね。とは言いながら、よその教科書が使いやすくなるのか

というと、そうではないかも、そこはわからないですね。わかりました。 

       ほかに何か質問はありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ほかに質問がないようでございます。よって、日程第５、第１１号議案について

は、原案のとおり可決したいと思いますけれども、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   教科書採択についての手続をきちんとしていると、これまでの報告等の中からあ

りますので、原案のとおり可決したいと思います。第１１号議案は、そのように決

します。それでは日程第６、第１２号議案「平成３１年度に特別支援学級で使用す

る教科用図書の採択について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第１２号議案です。平成３１年度に特別支援学級で使用する教科用図書の採択に

ついて、教育委員会の審議に付したいと思います。引き続き、学校教育課主幹のほ

うから説明いたします。 

 

学校教育課主幹 学校教育課主幹です。通常は、教科書の使用について、文部科学省の検定を経た

教科書または文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をしなければならないと

いうように規定されていますが、特別支援学級においては、学校教育法附則第９条

により一般図書を採択することができるとされています。学校内の選定委員会で内

定されたものについて、１４ページのほうから書かれてあります。 

       一番最後のページに、平成３１年度一般図書選定状況【新１年生用】というのが

ございますけれども、これについては、まだ教育支援委員会、これは１１月８日に

ありますけれども、これを開いておりませんので、新しく入学してくる子どもの実

態等が十分にわかっていないということがありますが、この場で挙げておかないと

採択ができないということがございますので、これまでに実際に使った結果、よか

った教科書、それから採択の可能性があるものについてを選んであります。今後、

１１月の教育支援委員会を経て、子どもの実態等を十分把握した上で、また１２月

には、きちんとした形で採択の場で提案させていただくことになります。 

 ２４ページの平成３１年度府中町立学校特別支援学級の教科書採択について、知

的障害者用も同様に採択の可能性があるもの全て、今回挙げさせていただいており
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ます。以上でございます。 

 

教 育 長   今、説明をしていただきましたけれども、何かご質問はありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   わかりました。ないようでございます。よって、日程第６、第１２号議案につい

ては、原案のとおり可決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第１２号議案については、そのように決しま

す。退席された委員に席に戻ってきていただきたいと思いますので、お願いします。 

       以上で議事日程については終了いたしましたので、これをもって本日の会議を閉

会いたします。 

 

（閉議 午後２時２０分） 

 


