
７月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年７月23日（木） 午後１時～午後５時17分

２ 場　所 中央図書館　学習研修室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 柴田　隆夫 袴田　雄司 飯田　宣子 佐原　陽子
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４ 議　案 第 42 号 平成28年度湖西市立中学校において使用する教科用図書

の採択について

第 43 号 湖西市私立幼稚園運営費交付要綱の一部改正について

５ 報　告 第 18 号 湖西市立公民館条例の一部改正について
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て



午後１時00分開会

(山下教育長)　出席は５名、定足数に達しているので、平成27年７月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　本日の進行については、議案第42号の審議の後、いったん休憩を挟んで説明員の入

替えを行い、その後、議案第43号の審議、報告第18号の報告及びその他を行う。

　それでは審議に入る。

　議案第42号「平成28年度湖西市立中学校において使用する教科用図書の採択につい

て」事務局の説明を求める。

(学校教育課長)　議案第42号「平成28年度湖西市立中学校において使用する教科用図

書の採択について」、湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

（昭和31年湖西市教育委員会規則第５号）第２条第１項第16号の規定により、平成28

年度湖西市立中学校において使用する教科用図書を別冊のとおり採択したいので承認

を求める。平成27年７月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西地区では、静岡県の基本方針に沿い、教科用図書選定委員会及び教科書研究委

員会を立ち上げ、調査研究を行ってきた。選定委員会の委員には、湖西市小中学校Ｐ

ＴＡ連絡会の会長と副会長、湖西市校長会会長、湖西市校長会中学校部長、学識経験

者の５名の方を委嘱した。

　６月２日から３回にわたって湖西地区教科書研究委員会を開催し、７月17日に行わ

れた第２回湖西地区教科用図書選定委員会では、研究委員からの調査報告を受け、採

択案をまとめさせていただいた。

　本日は、選定委員会での採択案を元にご審議をいただき、平成28年度から使用する

中学校の教科書を決定していただきたい。なお、本日の決定事項については、採択期

限が８月31日となっているので、それまでは口外しないようお願いする。

　以上。

(山下教育長)　ここでお諮りする。

　教科用図書採択の採決については、種目ごとに調査研究報告、質疑、採決を行いた

いが、これに異議ないか。

（異議なし）

(山下教育長)　異議なしと認め、種目ごとに調査研究報告、質疑、採決という順番で

行う。

　また、事務局から、各教科の調査研究に関する報告を行うため、湖西地区教科用図

書選定委員会の委員長、説明員及び補助員の入室の許可について申出があった。これ

を許可することに異議ないか。

（異議なし）

(山下教育長)　異議なしと認め、選定委員会委員長、説明員及び補助員の入室を許可

することとする。

　それでは、まず湖西地区教科用図書選定委員会の経過について、委員長である鷲津

中学校の鈴木校長に報告を求める。

(選定委員会委員長)　それでは、教科用図書選定委員会の経過報告をさせていただく。

　まず、５月21日に第１回の湖西地区教科用図書選定委員会を開催した。採択の流れ、

調査研究の観点などについて、その場で確認をした。委員は、学識経験者として元教

育委員の藤田千惠様、保護者代表として湖西市小中学校ＰＴＡ連絡会会長の袴田里佳

様、副会長の高栁奈津紀様、校長会代表として中学校部長、新居中高村一幸校長と私、



以上５名であった。

　７月17日には、第２回の湖西地区教科用図書選定委員会をこの場で開催した。各種

目の代表者から調査研究報告を受け、採択案について協議をした。採択案については、

お手元の資料にまとめさせていただいている。ご審議をよろしくお願いする。

(山下教育長)　続いて、教科用図書の採択に関する全体的な説明を、事務局に求める。

(学校教育課主任主査（宮崎）)　小中学校で使用する教科書は、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律第14条とその施行令により、４年間同一のものを採

択することとなっている。中学校において使用する教科書は、平成28年度から新しく

なり、平成31年度まで使用することとなっている。

　次に、中学校における教科用図書の採択替えについて説明する。静岡県は11の採択

地区に分かれており、湖西地区はその一つとなっている。湖西地区では、静岡県教科

用図書の採択指導基本方針に沿い、湖西地区教科用図書選定委員会及び湖西地区教科

書研究委員会を立ち上げ、調査研究を行ってきた。

　本日は、選定委員会での採択案を元に審議いただき、平成28年度から使用する中学

校の教科書を決定していただきたい。よろしくお願いする。

　以上。

(山下教育長)　ただいまの報告及び説明について、質疑のある方は発言をするように。

（質疑なし）

(山下教育長)　それでは、続いて各種目の部長から調査研究の報告をしていただく。

この調査研究の報告については、昨年度、小学校の教科用図書の採択を行ったときと

同様に、種目ごとに教科書の数の少ない方から順次やらせていただく。

　まず、音楽一般について、報告を求める。

(「音楽」説明員)　それでは、音楽一般について説明をさせていただく。

　音楽一般では、教育出版と教育芸術社の２社のうち、教育芸術社が候補として選定

された。１年の教科書を用いて、２社を比較したい。

　まず、教育芸術社である。教育芸術社では「音楽学習マップ」というのがある。表

紙をめくっていただき、３枚めくると目次がある。それとは別にもう一つめくってい

ただくと、「音楽学習マップ」というのがある。学習指導要領と比較をして見ていた

だきたい。学習指導要領の歌唱というところと「音楽学習マップ」の左のページの歌

唱の三つの指導内容が、子どもたちに投げかける形で記載されている。同様に、創作、

鑑賞の指導内容についても、子どもたちに分かりやすく投げかけの形で記載されてい

る。また、右側下に「学習の窓口」というのがある。それも、学習指導要領の共通事

項として８の要素が記号で示されている。実はこの共通事項というのは、現行の学習

指導要領で導入された音楽能力の育成に必要な事項で、音楽活動を通して学ぶ重要な

事項となっている。このように、学習指導要領の内容を踏まえて教材をとらえ、生徒

の確実な学びを図っているのが、教育芸術社の教科書だと考える。

　続いて、「赤とんぼ」を比べる。教育芸術社24、25ページをお開きいただきたい。

教育出版では20、21ページになる。まず、教育芸術社の方である。そちらは、ページ

の上の方に、学習の目標が書かれている。その右側には、共通事項が押さえることと

してマークで載せられている。下の方には、二重丸で活動の目標が書かれている。教

育出版では、ページの左に目標が書かれている。それらを比較してみると、教育芸術

社の方が、目標についても心や感性の豊かさにつながる目標が設定され、その活動と

して最初に歌詞の朗読によって思いを感じ、表現のポイントは二つ目の丸、旋律のま

とまりや強弱であるということが分かる。生徒が曲に浸り、楽しみ、豊かに、意欲的

に学べるきっかけとなるのが、教育芸術社ではないかというふうに考えている。



　次に、歌唱の基本を学ぶページを比較してみたい。教育芸術社の８、９ページ、そ

れから教育出版の６、７ページをご覧いただきたい。教育出版では、姿勢や呼吸、口

の形について簡単に記載してある。教育芸術社では、呼吸の大切さをまず知り、呼吸

法のイメージを持ち、姿勢はそれをコントロールするために必要であることを理解し、

さらに右のページでは、歌声づくりの練習の仕方も詳しく知ることができる。生徒が、

自分の響く歌声を見つけようと意欲を持って練習し、友達とも高め合うことができそ

うである。

　以上、音楽一般については、教育芸術社の方が良いという選定をした。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(柴田委員)　私も、こちらの方が読んでいて良いと思った。私はこれでいいと思う。

(袴田委員)　私も、同意権である。

(佐原委員)　おっしゃるとおりである。

(山下教育長)　ちなみに、一つだけ伺う。掲載されている曲の特徴のようなものは、

それぞれにあるか。音楽というとたくさんの曲があると思うが、両方の出版社につい

てその取り上げ方での特徴のようなものがあれば、説明をお願いしたい。

(「音楽」説明員)　子どもたちが好みそうな新しい感覚の曲はやはり、教育芸術社の

方が載っており、掲載の仕方も全て縦譜が載っている。これによって歌詞を味わって

から歌の練習ができるということで、教育出版とはちょっと音楽に対するとらえ方が

違うと感じた。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、音楽一般の教科用図書の採択案につい

て採決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、音楽一般の教科用図書の採択は原案のとお

り承認された。

　続いて、音楽器楽について報告を求める。

(「音楽」説明員)　音楽器楽でも、教育出版と教育芸術社の２社のうち、教育芸術社

が候補として選定された。比較説明をさせていただく。

　教科書を見ていただく前に、リコーダーについて少し紹介させていただく。中学に

なると、アルトリコーダーを全員の生徒が持つ。器楽の授業では、このアルトリコー

ダー及び小学校で使っているソプラノリコーダーが学習の中心となる。リコーダーは、

スラーという記号が付いている箇所以外は、全てタンギングで演奏する。したがって、

タンギングの技術は、とても基本的で重要になる。教育出版、教育芸術社のタンギン

グの部分を、最初に比較していきたい。両社とも、６ページをご覧いただきたい。そ

れぞれ「タンギング」と書いてページが作られているが、まず教育出版の方である。

教育出版では、図Ｃにタンギングの使い分け、低音、中音、高音の使い分けの図が

載っている。タンギングの知識としては大変分かりやすいのだが、９ページまでは

「tu」の一般的なタンギングだけで演奏できる曲が載せられている。続いて教育芸術

社の方だが、６ページで「tu」が楽譜の下のところにも入っており、タンギングの練

習をしながら演奏できるようになっている。10ページをご覧いただきたい。「アルト

リコーダーLESSON２」ということで、そこに低音域を用いた曲が載っている。そこで

初めて、低音の「do」とか「to」のようなタンギングの仕方が記載されている。さら

に、11ページをご覧いただきたい。高音域を使う「オーラリー」、「アニーロー

リー」という曲が載っている。ここで初めて高音の「tyu」や「ti」というタンギン

グが載せられている。子どもたちにとっては、最初にポンと図で表されるより、こう

して曲に従って載せられている方が、必要感を持ってタンギングについて学ぶことが



できると考える。

　次に、アーティキュレーションについても比較する。教育芸術社の９ページをお開

きいただきたい。教育出版では16ページをご覧いただきたい。音の長さを表す記号に

よって演奏するという学習である。教育出版では、各奏法の説明が簡単に書かれ、下

に提示されている曲のところに工夫して表現することを投げかけてあるだけである。

一方、教育芸術社では、説明があり、その下の「さんぽ道」では全てのアーティキュ

レーションの技法を使った曲が掲載されている。ここで定着を図っている。さらに

50、51ページをご覧いただきたい。先ほどの９ページで学んだことが、この50、51

ページでさらに生かされるようになっている。学んだ技法が無理なく表現につなげら

れ、演奏を楽しむことができるように配列をされている。

　続いて、箏（こと）について比較をする。教育芸術社27ページをご覧いただきたい。

教育出版は32ページである。そこには、筝の基本的な奏法が載せられている。ご覧い

ただいて分かるように、教育芸術社の方がより丁寧に説明されている。さらに、教育

芸術社では28ページ以降も、縦譜、あるいは演奏のポイントのように、子どもたちの

手がかりとなることが記載されている。29ページでまず「さくらさくら」の一人で弾

く曲が載っている。それから、31ページでは「さくらさくら」を用いた創作、前奏を

つくろうということで載っている。それから、80ページには「さくらさくら」の二部

合奏の楽譜が記載されている。このように、「さくらさくら」という曲を繰り返し演

奏することで無理なく筝の奏法が習得できるようになっている。一方、教育出版では、

「さくらさくら」の後に「荒城の月」、「もののけ姫」という曲が載っており多様な

曲を配置しているが、湖西市の生徒たちにとっては、箏の音色を楽しみながら、曲に

浸りながら主体的に学ぶには、教育芸術社の方が適しているのではないかと思う。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　筝とか三味線とかいろいろ載っているが、学校に楽器はあるのか。

(「音楽」説明員)　筝については、それぞれの中学校に何面か用意されている。和楽

器については、横笛、尺八、太鼓も載っているが、３年間で一つの楽器を１単元学ぶ

ようにというふうになっているので、どれかを選択して学ぶ形で各中学校でやってい

る。

(山下教育長)　同じような質問だが、各学校ギターについてはどうなのか。

(「音楽」説明員)　ギターも、置いてある学校があり、用いているところもあるよう

である。

(山下教育長)　置いてないところもあるのか。

(「音楽」説明員)　置いてないところもある。

(山下教育長)　両方の教科書を見ていくと、リコーダーについては結構ページ数を

とっているのだが、ギターについては少し差があるように思う。各学校でギターをや

る時間が多いようであれば、リコーダーと同じように、説明や曲が多い教科書がいい

とは思ったのだが、ないところもあるということでよろしいか。

(「音楽」説明員)　音楽担当に聞いてみたところ、やはりリコーダーを中心とした合

奏なり練習なりに重点が置かれているということで、それに加えてギターを入れると

か、それに加えて打楽器を入れるとか、そんな形を採っているようである。あと和楽

器が３年間に１度ということである。

(袴田委員)　載っている楽器というのは、教える先生は皆、できるのか。

(「音楽」説明員)　中学校の先生は音楽の免許状を持っており、筝などを習って大学

を卒業されていると思う。



(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、音楽器楽の教科用図書の採択案につい

て採決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、音楽器楽の教科用図書の採択は原案のとお

り承認された。

　続いて、美術について報告を求める。

(「美術」説明員)　美術では３社あったが、そのうち２社を選び、特に日本文教出版

を候補に挙げて考えている。美術については、出版社ごとに説明をさせていただきた

い。

　まず、開隆堂である。「美術２・３」の２ページ、３ページ、４ページの見開きを

ご覧いただきたい。美術では、美術文化に対する関心を高める工夫がなされているか、

自分なりの意味や価値をつくり出していく学びに配慮がなされているかというのがポ

イントになるのではないかと思う。開隆堂の巻頭ページには、「美術を通して学ぶ大

切なこと」として中学生が美術を学習する意味と必然性を伝えるページを設けてあり、

美術に対する関心を高める工夫がなされていると思われる。その裏の６ページから９

ページの見開きは、発展的、系統的な題材を効果的に配列し構成されている。そこで、

題材間で関連する学習内容を明らかにして展開し、生徒の興味関心が湧くような工夫

がされていると思われる。また、22、23ページをご覧いただきたい。有名な「モナリ

ザ」なのだが、鑑賞用の「原寸大ギャラリー」ということで、実際の大きさで作家の

作品を掲載しており、細かな表現の工夫に生徒自身が気付き、作品を味わえるような

工夫がされ、関心を高められるのではないかと思う。

　続いて、日本文教出版である。日本の伝統文化や美術文化の価値を理解し深めるた

めの工夫が特にされている。例として、「２・３上」の24ページをご覧いただきたい。

ここでは、「美術がつなぐ人と文化」と題し、日本の美術を代表する屏風（びょう

ぶ）絵や浮世絵を和紙に印刷し紹介している。これは、他社では見られない表現方法

である。本物に近い質感で生徒に作品を鑑賞させることができ、作品に興味の湧く工

夫がされているのではないかと思う。続いて、34、35ページをご覧いただきたい。生

活に息づく日本の伝統的な形や色を記載し、生徒が伝統的な文化や美術に親しみ、学

ぶことができるための工夫がされていると思う。また、二つ目の、自分なりの意味や

価値をつくり出していく学びへの配慮という点では、16ページ、17ページをご覧いた

だきたい。16ページの右上にある「学びのねらい」が各題材で掲載されており、子ど

もたちが作品を制作する上で自分なりの意味や価値をつくり出していくのに非常に役

に立つのではないかと思う。それから、17ページの「ＰＯＩＮＴ」、「作者の言葉」

の掲載についても、具体的に自分の思いや価値を見出すヒントになり、作品制作に効

果があると思われる。また、１年、２・３年上下の全てに掲載されている「学習に役

立つ資料」だが、「２・３上」の48ページから55ページまでの見開きをご覧いただき

たい。古典作品から現代アートまで幅広く紹介をしており、美術への関心を高める工

夫がなされているのではないかと思う。最後の方には、技法や色彩の基本を各自が学

びやすくなるような工夫もされている。

　２社とも優れているが、美術文化に対する関心を高める工夫、自分なりの意味や価

値をつくり出していく学びの配慮という視点から考慮すると、生徒の視点に立って美

術をより身近に感じ、主体的に学習に取り組む配慮がなされ、学習のねらいやポイン

トなど分かりやすく、生徒の言葉なども多く掲載されている日本文教出版の方を推奨

していきたいと考えている。

　以上。



(山下教育長)　光村図書について説明はないのか。

(学校教育課長)　三つともいい教科書だが、その中で二つに絞ってということである。

(山下教育長)　簡単でいいので、光村図書が他の２社と比べて劣る理由だけ説明して

いただきたい。

(「美術」説明員)　劣るというよりも、全て優れているのだが、優れた中を比べた結

果、開隆堂又は日本文教出版ということで話を進めさせてもらった。特に劣っている

という点はないとは思うのだが、比べるという点で日本文教出版は教科書の規格が少

し大きいということと、見開きのページが非常に分かりやすくなっているということ

で、美術については指導する上で参考の資料になりやすいというのが一番のねらいに

なってくるのではないかというのを視点に選ばせていただいた。決して光村図書が

劣っているというわけではない。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(柴田委員)　この三つの中で、卒業した後に自分が残すとしたらどれが一番いいかと

なると、やはり日本文教出版が卒業した後も取っておきたいという内容であったので、

私も日本文教出版でいいと思った。

(袴田委員)　日本文教出版は非常にいい教科書だが、この一番後ろの方に時代背景が

載っている。こういったものは、この教科書でなくても説明はされていくものなのか。

(「美術」説明員)　基本的には、それに近いものはある。

(袴田委員)　分かった。非常に分かりやすい。年代別に出てきているのが分かるので、

いい教科書だと思った。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、美術の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、美術の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、保健体育について報告を求める。

(「保健体育」説明員)　保健体育研究部会では、４社の教科書があった。４社の教科

書を比較したところ、東京書籍においては文字量が多く、情報量も多く、教科書自体

も重く、大きさも大きい。また、大修館書店においては地色の紙の白さがちょっと弱

めの黄色を使っていて読みにくい部分があるのではないかということ、それから学習

のまとめのページを取り入れているが授業時間の中で取り扱うことは難しいというこ

とで、大日本図書と学研の２社に絞って詳しく研究をさせていただいたので、２社の

教科書をご覧いただきたい。

　まず、大日本図書の方は、パラパラとめくっていただくと分かるように、白さがと

ても鮮やかである。文字、資料が大変目の中に入ってきて見やすい教科書になってい

る。学研の方はというと、大日本図書に比べると、ちょっと白さが弱い感じがする。

教科書自体の大きさも、ちょっと大日本図書の方が大きめになっている。

　また、それぞれのページにあるキーワード、重要語句については、大日本図書の方

は太ゴシックになっている。大切な言葉がパッと目に入ってくる。それに対して学研

の方は、重要語句は普通のゴシックである。したがって、ちょっとどれが重要語句か

は見分けがつきにくいという状況がある。

　内容についてはどうか。同じ題材を比べてみたいと思う。学研の８ページ、大日本

図書の45ページをお開きいただきたい。「心身の発達と心の健康」の教材である。ま

ず、扉のページでこれを比較してみると、大日本図書の方には、生徒が抱くような疑

問を取り上げている。課題意識をきちんと持たせている。それに対して学研の方は、



説明の文章と偉人の紹介、学習内容に関わる仕事の紹介などバラエティに富んでいる

が、生徒の思考力、想像力の育成、学習内容への興味関心ということを考えると、大

日本図書の方が学習に入りやすいと考える。

　続いて、次のページをそれぞれ開いてみていただきたい。「体の発育・発達」の

ページである。発育急進期について書いてあるが、まず学研の方の資料１を見ると、

急に発育する時期が２回あることがこのグラフから読み取れる。しかし、大日本図書

の方で示されている男女差を読み取ることはできない。大日本図書は男女差が分かる。

また、個人差についても学研は言葉だけなのだが、大日本図書の方は資料もきちんと

掲載されている。そんな違いがある。さらに、その右側のページにいくと、各器官の

発達や発育の仕方をスキャモンの発育曲線で示してあるが、明らかに大日本図書の方

が大きなグラフでとても見やすくなっている。学研の方はちょっと小さめである。し

かも、大日本図書の方は、右の上に年齢による体型の変化の資料も用意しており、生

徒が科学的に理解できる資料が掲載されているのではないかと思う。学研の方の11

ページの下の方には、「思春期の生活で気をつけたいこと」の資料が載っており、確

かに丁寧だと思う。しかし反面、こういう内容については生徒たちに考えさせたい、

思考させたい内容ではないかと思うので、丁寧過ぎる部分もあるのではないかという

ことを考えた。次のページを見ていただきたい。次のページは、呼吸器、循環器の発

育、発達のページだが、やはり、先ほどのページと同じように、資料の大きさ、本文

と資料の区別について、明らかに大日本図書の方がはっきりしているのではないかと

いうことを感じる。

　続いて、この章のまとめのページをお開きいただきたい。大日本図書の方は68ペー

ジ、学研のは32、33ページである。明らかに取り上げているまとめ方が違う。大日本

図書の方は、重要な言葉を一覧にしてある。学習の要点もまとめられている。それに

対して学研の方は、テストのような知識の確認になっている。確かに、知識の確認を

こういうページを使ってしたいところなのだが、実際の授業の場面を考えたときに、

テストは別にやるので、これで１時間を使って知識を確認ということはなかなか難し

いのではないかと思う。そう考えると、大日本図書のように今まで学習したことを、

こういう重要ポイントを、１ページで振り返ることができるこちらの方が使いやすさ

があるのではないかと感じた。

　今までのことを総合的に見ると、大日本図書の方がいろいろプラスになる点が多く、

子どもたちや教師が使いやすく、効果的に活用できる教科書であると判断した。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　一ついいか。今説明にあったように、確かに大日本図書の方が見やすいという感じ

はする。ただ、学研の方は、実際には180ページぐらいある。それに比べてこの大日

本図書というのはかなりページ数が少なく、150ページぐらいで、30ページぐらい違

う。内容的にも大日本図書の方が図が大きくていいという話であったが、学研は小さ

い分だけ別の情報がたくさん入っているということではないか。その情報量の違いが、

子どもたちへの指導に影響するのかしないのかという点についてはどうなのか。

(「保健体育」説明員)　それについても検討したが、やはり必要最低限の資料であれ

ばいいのではないかと思う。たくさんの資料を用意しても、全部の資料が授業の中で、

思考力や表現力を育てる上で必要かというと、そうではないと思う。やはり、大事な

資料が見やすい資料であるということが大事だと考え、大日本図書の方が適切ではな

いかと判断した。量ではなく質ではないかと思う。

(山下教育長)　ちなみに、保健体育について副教材を併用している学校は、どれぐら



いあるのか。小中学校では、副教材を結構たくさん使っている。今言った情報量の点

から、大日本図書の方はコンパクトにまとめられているけれども情報量が少ないため、

新たに副教材で補うという話であれば、採択の考えも変わってくる部分もあるのでは

ないか。

(「保健体育」説明員)　幾つの学校、どこが副教材を使っているかは把握していない

が、副教材に書かれている内容には、それぞれの運動の技術的な面などが入ってくる

と思う。ただ、副教材は運動理論の方であり、内容が異なる。前回、新居中学校では

併用して使っていると聞いている。

(選定委員会委員長)　体育実技の副教材については、５校全部使っている。

(飯田委員)　先ほどの比較の中で、たとえば学研の11ページにある「思春期の生活で

気をつけたいこと」というところが大日本図書には入っておらず、ここは自分で考え

るという話であったが、ここはとても大事な基本的なことだと思う。そういうことを

授業の中でちゃんと自分たちで考える時間も持っているということでよろしいか。

(「保健体育」説明員)　この２ページ分が１時間の授業になると思うのだが、この思

春期における体や心の発育を学習する中のどこかで、こういう時期だからどんなこと

を生活で気をつけたらいいかということを取り入れることになっていくと思う。学研

については、この１時間の授業の中に取り入れているということである。

(飯田委員)　教材としては、たとえば「思春期の生活で気をつけたいこと」というの

は、大日本図書の方では載っていないことに問題はないのか。

(「保健体育」説明員)　体と心の変化があり、成長があり、後ろの方のページを見て

いただくと欲求やストレスというものもあるので、この大事な思春期の時期に何が大

事か、食事、睡眠、運動といった生活で気をつけることというのは、この学習を通し

て学ぶようになっていく。丁寧にここの時間の中で取り入れなくても、子どもたちは

大日本図書の教科書を使っても学んでいくようになると思う。

(飯田委員)　両方、一長一短があると思う。言葉がしっかり入ってくるのは採択候補

に挙げられた方の教科書だと思う。学研の方は、紙の白さについては特に問題を感じ

ない。具体的に簡潔にちゃんと一つずつがまとまっているので、自分たちのこととし

てとらえやすいのではないかと思った。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、保健体育の教科用図書の採択案につい

て採決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、保健体育の教科用図書の採択は原案のとお

り承認された。

　続いて、技術について報告を求める。

(「技術」説明員)　技術分野では、三つの観点について調査研究を行った。まず１点

目は、ものづくりなどの実践的、体験的な学習活動を通して、基礎的な知識、技能の

習得や、発展的な学習を進めるためにどのような工夫がされているか。２点目は、生

徒が自主的、主体的に学習を進めるためにどのような工夫がなされているか。３点目

は、生徒の興味、関心を高めるための工夫、事故防止や安全に関する配慮がなされて

いるか。以上の３点である。技術の教科書は３冊あるが、三者三様の工夫、良さがあ

るものの、総合して見ると東京書籍と開隆堂の２社がいいのではないかとの意見が多

数であった。中でも、この少し大きな判の東京書籍がふさわしいと、最終的には判断

した。

　技術分野の学習の重要なキーワードに、「ものづくりなどの実践的・体験的な学習

を通して学ばせる」ということがある。東京書籍は50ページをお開きいただきたい。



そして、開隆堂は53ページをお開きいただきたい。東京書籍についてはその見開き両

面を見ていただき、開隆堂の小さな判の方については53ページの一番下にある表をご

覧いただきたい。東京書籍では、ＡＢワイド判という横幅が広いサイズを用い、その

利点を最大限に生かしたつくりが随所に見られる。このページは、木材加工の製作手

順を確認するページである。生徒が製作活動に入ったときの基点となるようなページ

というふうに理解いただければと思う。教師の指導、支援の下、生徒は自分で製作物

を決定し、その完成に向けて製作活動に入っていくが、やがて作業の進展に個人差が

生じてくる。そうなると、生徒それぞれが作業に取り組んでいくことになる。その際、

自分が次の作業ステップをどう進めればよいのかがわからないと、一層作業が滞って

いくことにもつながっていく。東京書籍では、見開きのページを使って作業順序を左

から右に示し、よく見るとそこに「リンク」というマークが記載されており、そのリ

ンク先を見るとその段階での作業の詳細が確認できるように配慮されている。その一

方で、開隆堂の方は表が小さく、そのページをめくっていただくと次の作業段階のも

のが示されてはいるが、やや総括するページとしては弱いと感じる。子どもたちが自

学し、独自の作業を進めるに当たっては、やはりこちらの東京書籍の方が子どもたち

にとってより分かりやすく、活用しやすいものと考えた。

　その結果、東京書籍を採用してはどうかという意見でまとめた。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　今、この同じ場所を見ているのだが、非常に難しい。一長一短があると感じる。

(「技術」説明員)　ちなみに、もう１社のものは69ページ辺りを開いていただくとあ

るのだが、実はもう１社の方は最初からマルチスツールというものを作るということ

で順序立ててページを追って説明している。これを作るということであれば、この会

社のものでもいいと思うが、子どもたちが自ら作りたいものを選択をして、考えて製

作に入るとなると、少し弱いと感じる。なおかつ、製図をする必要が出てくるのだが、

製図の取扱いについてもこの教育図書はやや簡潔過ぎて、実際子どもたちはアイデア

を製図化できないのではないかといったところも指摘された。あとの２社については、

製図についても詳しく説明されていて、それぞれ甲乙付けがたいところはあるのだが、

先ほど申し上げた理由で、子どもたちが見開きページをベースにしながらいろいろな

ページに跳んで、自分の作業を確認しながら先を見通した中で作業をしやすいのは、

東京書籍ではないかという意見が大半であった。

(山下教育長)　質疑がないようであれば、技術の教科用図書の採択案について採決を

行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、技術の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、家庭について報告を求める。

(「家庭」説明員)　技術家庭科の家庭分野の報告をさせていただく。技術と同じく３

冊あるが、現在使用している開隆堂の教科書と東京書籍、この２冊が良いのではない

かということで、最終的に研究委員会では東京書籍を採択したいという結論に行き当

たった。今回はその２社について、湖西市内の中学１年生が最初に学習する「食生活

と自立」の領域を例に、次の三つの観点に基づいて報告させていただく。

　まず一つめの観点は、生活の自立に必要な基礎的、基本的な知識及び技術を習得す

るための工夫がされているかについてである。東京書籍の方は52ページ、開隆堂の96

ページをお開きいただきたい。そちらには、調理に関する基礎技能が掲載されている。



開隆堂が３ページに対し、東京書籍は６ページにわたっている。しかも、東京書籍の

方は計量する、洗うといった調理の手順を追って説明されている。これは、生徒に

とって大変分かりやすく、実習の授業では、常にこのページを確認しながら基礎的な

技術を身に付けることができるのではないかと思われる。

　次に、生徒が自主的、主体的に学習を進めるための工夫がされているかについてで

ある。東京書籍は60ページ、開隆堂は104ページをお開きいただきたい。湖西市内の

中学生が実際に行っている肉料理の実習「生姜焼き」の例が掲載されている。開隆堂

の方は１ページ、３工程で説明しているのに対し、東京書籍は見開きで２ページ、６

工程で説明してある。しかも、それぞれの工程ごとに、調理のポイントとなることが

掲載されていることも、生徒にとって大変分かりやすいのではないかと思われる。ま

た、肉を使った実習例も、開隆堂が109ページまでの４例なのに対し、東京書籍は65

ページまでに全部で８例示されている。生徒が、興味関心や技能に合わせて実生活で

活用する場合にも、これらの例が大変有効であると考えられる。

　最後に、実習を進める上での事故防止や安全についての配慮が十分にされているか

についてである。どちらの教科書にも安全面や衛生面での注意点が掲載されている

ページはあるが、東京書籍ではもう一つ特色がある。今紹介させていただいた60ペー

ジの「生姜焼き」のページをご覧いただきたい。題字の右下の方に衛生マークがある。

他の例でもそうだが、調理ごとに衛生面や安全面の注意点が掲載されている。これは、

生徒が安全や衛生に留意し、安心して実習を進める上で重要な役目を果たすのではな

いかと考えられる。

　以上のことから研究委員会では、東京書籍の教科書を採択したいと考えた。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員)　分かりやすくていい。

(山下教育長)　これまで開隆堂を使ってきていて、今回東京書籍にということなのだ

が、東京書籍の教科書は何が一番変わったのか。

(「家庭」説明員)　前回の中学校の家庭科の教科書の採択のときにも携わらせていた

だき、去年の小学校の教科書の採択のときにも携わらせていただいたのだが、昨年度

まではどちらかというと開隆堂の方が実践例が多く載せられているとか、開隆堂が見

開きになっていて分かりやすいといった説明をさせていただいたことを覚えている。

今回その長所が、東京書籍の方に多く見られているという意見が、研究委員会では出

されていた。

(山下教育長)　ということは、これまでの開隆堂の長所がうまく取り入れられている

ということか。

(「家庭」説明員)　改善されたという印象を持っている。

(飯田委員)　目次を見たときに、テーマを取り上げる順番、導入部分が大分違うと

思った。開隆堂の方は、「自分と家庭」というところから入っていき、それ以外の地

域との関わりとか食生活とかいろいろな生活に深く入っていくのだが、もう一つの今

回候補に挙がっている東京書籍の方では、食生活から入っている。家庭科という教科

で学んでいくときに、子どもたちにとって、自分のことや生活のことを学ぶのにどう

いうところから入っていく方がより入っていきやすいかというところは、話し合われ

たのか。

(「家庭」説明員)　基本的に、３年間を見通して、１年生ではこの分野、２年生では

この分野というふうに学校ごとに年間指導計画が立てられていると思うのだが、湖西

市の場合は、大体統一されているということである。湖西市は、中学校１年で食生活

から入って、２年生で衣生活、それをまとめるということで３年生で私たちの成長と



か消費生活などにいくというふうに年間計画ができているそうである。そこには家庭

科の先生たちの意図があると思うのだが、その順番からいっても東京書籍の方が流れ

は、湖西市の中学校の家庭科の計画にはピッタリ合っているのではないかと思う。家

庭科の全般を勉強するのが、導入部分にきた方が望ましいか、まとめの部分にきた方

が望ましいかというのは、一長一短があるのではないかと思っている。

(飯田委員)　たとえば開隆堂の教科書になった場合は、順番が変わっていくというこ

となのか。

(「家庭」説明員)　はい。

(袴田委員)　家庭科の中で、災害についても勉強されるのか。今までそのようなイ

メージが全然なく、教科書が配られたときに見たら、災害について、火災とか安全面

についても非常に勉強されるようであることが分かった。結構ボリュームがあると思

うが、授業数は足りるのか。

(「家庭」説明員)　教科書を全て教えるというよりも、教科書を使ってその子どもた

ちの実態に合わせて教えていくのが、家庭科に限らず他の教科でもあると思うので、

そこだけを取り出して教える授業もあるし、他の分野と関連させて学ばせるというと

ころで、それぞれの家庭科の先生が工夫をされて授業をしていると思われる。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、家庭の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、家庭の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、英語について報告を求める。

(「英語」説明員)　英語について報告する。６社あるが、どの教科書にも学習指導要

領の目標と内容が漏れなく指導できるよう、単元構成や教材配列に工夫や配慮がなさ

れている。生徒が意欲を持ってコミュニケーション能力を高めていけるように、挿絵、

資料、写真等が豊富に掲載されている。それぞれの教科書が特色を持っているが、採

択すべき教科書としては、良いところをより多く挙げることができるということで、

学校図書と三省堂の２社のものが良いのではないかと、調査した結果、考えられる。

今日は、時間の関係上、学校図書と三省堂の説明をさせていただく。

　まず、学校図書３年生の教科書の58ページから63ページをお開きいただきたい。国

際語としての英語という観点から、英語文化圏以外からの国々の様子や社会背景を題

材にした単元が多くある。また、海外の人に日本文化を紹介する題材も多く、自国と

多文化を比べながら、それぞれの文化を尊重する姿勢が育ちやすい内容になっている。

読んでいくと、英語だけではなく、多文化の面も学べるということである。それから、

１年生の教科書の20ページ、21ページをご覧いただきたい。小学校でも英語活動が始

まったが、小学校とのつながりを意識して、４ページには「Pre－lesson」というこ

とで、外国語活動で慣れ親しんできた音声主体の活動から始まっている。一般動詞か

ら導入することで、初めから「聞く」、「話す」活動ができ、より日常会話に近いコ

ミュニケーションができるような配慮がされている。順番に見ていくと、小学校との

継続が図られた内容になっている。続いて、２年生の教科書の68ページから73ページ

をご覧いただきたい。漫画や映画など生徒にとって身近で興味を持ちやすい話題、学

校生活に密接した部活動、職業体験、修学旅行などの言語使用場面を設定して、興味

を引き立てる工夫がなされている。ちょうど２年生が職業体験をやるのだが、それを

英語版で振り返る形になり、身近な形でできる。まさに市内の学校も全て職業体験を

やっているので、それに合わせて英語で学習できるという形になる。



　続いて、三省堂をお願いする。３年生の教科書の30ページをご覧いただきたい。全

ての「Lesson」において、ペアでのやりとりが中心の会話型コミュニケーション活動

で基礎の定着を図る工夫がなされている。この「USE－Speak」では、ジェスチャーや

つなぎ言葉などのアドバイスが掲載されており、話す力の育成のための指導が行いや

すくなっている。２年生の教科書の70ページから77ページをご覧いただきたい。大筋

の内容をつかむことから始め、読み方のヒントを与えたり、英文に線を引かせたりし

て深読みを促しながら、ステップを踏んで内容の把握ができるようになっている。

ページをめくっていくと、順番に内容が深まっていくような学習が構成されている。

内容的にも、キャリア教育、平和教育、環境問題、異文化理解など国際社会に生きる

人材育成に役立つような配慮もなされている。同じく２年の教科書の40ページをご覧

いただきたい。「For Self-study」では、辞書の活用法、英語の学習法などを紹介し

て、生徒の習熟や興味に応じた自学自習ができるような工夫がされている。さらに、

巻末に「CAN-DOリスト」があり、各学年の到達目標を確認しながら、自分の英語の学

習の振り返りができるような配慮もされている。

　ということで、この２社を紹介させていただいたが、今、英語の授業の目指してい

るコミュニケーション能力の育成や、生徒が自学自習ができるような工夫といった生

徒の実態に合った教科書はどちらかと見たときに、三省堂の方が非常に使いやすく、

生徒の学習効果も高いのではないかということで、委員会では三省堂を採択したいと

考える。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(柴田委員)　一応全部目を通したのだが、どれも甲乙付けがたく、内容もほとんど同

じようであった。でも、私も三省堂がいいのではないかと思った。

(「英語」説明員)　本当にどの教科書も各社、努力の成果だと思う。

(柴田委員)　どれがだめということもなく、どれもいいと思ったが、これが一番お勧

めなら一番教えやすいのだろうから、それでいいと思う。

(山下教育長)　それぞれの教科書会社によって字体が違う。明朝体のものもあればゴ

シックのものもある。今、子どもたちにとってどういう字体が一番見やすく、頭に入

りやすいのだろうか。今まで教科書体とか明朝体とか言われるものがあるが、だんだ

んと見づらい字体が増えた印象も、今回教科書を見て感じた。今はどんな形のものを

使っているのか。

(学校教育課主任主査（鈴木美）)　１年生の場合はゴシックの方が見やすい。２年、

３年になっていくと明朝が使われる。あえて発達段階で変えてある。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、英語の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、英語の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、国語について報告を求める。

(「国語」説明員)　それでは、国語について研究報告をさせていただく。本日、採択

案の光村図書の教科書について、研究委員会で最終的に候補に残った東京書籍と比較

しながら、説明をさせていただく。３年生の教科書の光村図書と東京書籍で説明する。

　まず、一つ目である。国語科で学習する内容には、「話すこと・聞くこと」、「書

くこと」、「読むこと」の３領域と、「伝統的な言語文化」等があるが、生徒自身が

学習の見通しを持つということが大切である。光村図書の８ページ、９ページを開い

ていただきたい。それから、東京書籍は６ページ、７ページになる。どちらも「どの



教材でどのような力を身につけていくか」ということを示している。光村図書の方で

は、一覧表とマークにより、分かりやすく生徒に明確に示されていると考えた。

　次に、光村図書106ページ、東京書籍154ページをお開きいただきたい。同じ教材、

魯迅の「故郷」を掲載しているが、２社の配慮の仕方が少し異なる。ページをめくっ

ていただき光村図書の方は110、111ページのところを開いていただきたい。東京書籍

は158、159ページになる。まず、新出漢字の振り仮名だが、光村図書については111

ページの６行目に「塀」という漢字があるが、これについては本文中は振り仮名がな

く、欄外に振り仮名を振っている。東京書籍159ページの６行目の同じく「塀」は、

本文中に平仮名で振り仮名が付けられている。挿絵についても、両方とも同じ場面で

使用しているが、光村図書の方が控えめな扱いになっている。他のページの挿絵につ

いても同様に見える。挿絵や写真、イラストが理解を助ける補助的なもので、国語で

あるので基本的に言葉から理解を深めるという視点、また、段階を経て、新出漢字で

あろうとも自分の力で漢字を読めるようにするという考え方から、発達段階に即して

いるという配慮の点で、光村図書の方が適していると考えた。　

　最後に、学習で身につけた力を生かす、社会につながる、という視点で見ていく。

光村図書40ページをお開きいただきたい。下の段の一番最後に「生活に生かす」とい

う項目がある。このように「生活に生かす」という項目を具体的に位置付けて、授業

で勉強したことを実践的に生かすというような工夫がされている。ここ以外にもス

ピーチ、修学旅行記等もある。また、光村図書124ページ、125ページをお開きいただ

きたい。「新聞の社説を比較して読もう」という内容になっている。新聞の社説の比

較をするなど、社会に出て活用できる力を習得するという教材が組まれているという

ところがいいのではないかと、研究委員会の方で挙げられた。

　以上、３点を挙げて、国語の採択案の光村図書の説明とさせていただく。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　一つよろしいか。教科書５冊あるが、それぞれの掲載作品の特徴のようなものがあ

れば、簡単に説明願う。主にこの２社でいい。

(「国語」説明員)　量的には、学校図書は掲載されている作品が５社の中では一番多

く、ページも割かれている。他の４社については、そんなに差はない。目次のところ

をご覧になっていただけると、それぞれの教科書の比較ができるのではないかと思う。

それぞれの単元で扱っているものについて、補助的なものをたくさん付けているとこ

ろもあれば、そうでないところもある。量的なことで考えると、先ほどお話したよう

に学校図書が非常に多く、他のものは大体同程度で、単元についても詩、随筆、小説、

評論、メディア関係、論説、俳句、短歌等、扱っている分野についてはあまり差はな

い。ただ、先ほど説明させていただいた光村図書と東京書籍の２社については、光村

図書では社説の比較、東京書籍ではメディアを扱っており、５社の中でメディアのこ

とを扱っているという特徴がある。二つを比較して、同じテーマで二つを比較して論

説を読んでいる光村図書の方が、中学生にとって分りやすく書かれているのではない

かというふうに考えた

(山下教育長)　もう一つ、掲載作品との絡みもあるかもしれないが、それぞれの会社

がそれぞれに工夫をしながら単元を設定している。小説なら小説という形で分けられ

ている会社もあったが、テーマを決めて、たとえば伝統についてということで韻文も

散文も含めた形で掲載をし、作品を鑑賞するような形を採っているところもある。子

どもたちの理解という点では、伝統なら伝統についてという単元をこしらえて、そこ

に作品を掲載するというスタイルが、適切なのかどうか。たとえば小説なら小説とい

う単元で小説について学ぶというのと、どう違うのか。



(「国語」説明員)　いろいろな組み方が教科書によってあると思うが、その単元ごと

に子どもにとって分かりやすい統一したテーマがないと、勉強していくときに読みに

くいというところがある。たとえば、光村図書の目次を見ていただくと分かりやすい

のだが、単元３に「言葉を見つめる」というというところがあり、俳句がテーマに

なっている。俳句についての解説の文章「俳句の可能性」、その次に「俳句を味わ

う」、「言葉を選ぼう」、「「批評」の言葉をためる」と、「言葉」を一つの「節」

のような形にして、俳句を中心に勉強していくように、分りやすくなっている。たく

さんのものが内容面の単元で区切られていくと、それぞれの文章なり俳句なりが違う

ので、子どもにとっては分かりにくいというところがある。そういう点で、委員会の

中でも、一つの単元の中での勉強の方向が、ある程度子どもたちに分かりやすい方が

勉強しやすいのではないかという意見があった。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、国語の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、国語の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　引き続いて、書写について報告を求める。

(「国語」説明員)　それでは、書写について研究報告をする。本日の採択案の東京書

籍の教科書について、研究委員会で最終的に候補に残った三省堂と比較しながら、説

明をさせていただく。東京書籍、三省堂の教科書をご覧いただきたい。

　東京書籍の教科書の大きな特徴の一つに、教科書の形状、大きさが他の４社と異

なっていることが挙げられる。幅広になっている。東京書籍、三省堂ともに10ページ、

11ページをお開きいただきたい。他の教科書でも実物大の手本を扱っているが、東京

書籍の大きな特徴の一つに、半紙と同じ大きさの手本が掲載されていることが挙げら

れる。また、手本とともに「書くときのポイント」が併せて提示されていることで、

目的を意識して練習できるように工夫されている。「書写への関心を高める」、「文

字を正しく整えて書く」、「速く書く能力を高める」、そういう工夫がされていると

言える。

　次に、東京書籍の22ページ、23ページをお開きいただきたい。三省堂は14、15ペー

ジになる。東京書籍では、毛筆で学習したことを硬筆で生かせるように、自主的に学

習するための資料が充実している。「組織・配列・分量」という観点で考えたとき、

毛筆による基本的な技能の習得から、段階を追って生活の中で実践するところまで、

東京書籍の方が、基本を丁寧に練習でき、無理なく進められるように配慮された配列

になっていると感じた。比較していただくと分かると思うが、東京書籍の方が大きく、

子どもたちが書きやすいように配慮されているというふうに感じた。

　次に、「生徒の発達段階への配慮」という観点で見ていく。東京書籍、三省堂とも

に４ページ、５ページ、６ページをお開きいただきたい。書写の基本が書かれている。

鉛筆の持ち方や姿勢の崩れなどに問題があり、筆を持ち慣れていないという現状の中

で、東京書籍の方がより丁寧に、生徒に視覚的に理解させるような工夫がされている

というふうに考えた。次に、東京書籍12ページ、13ページ、三省堂８ページ、９ペー

ジをお開きいただきたい。基本点画の運筆を示したページである。東京書籍の方では、

吹き出しのようにして「トン」、「スー」、「ピタッ」、「グッ」という「口唱法」

という方法を用いて、筆の動かし方やリズム、字形の整え方を学習している。湖西市

教育会の書写研究部では、小学校においてこの「口唱法」による指導を行い、昨年度、

県の研究大会で発表も行っている。これまでの湖西市の取組に沿った方法を用いてお



り、湖西市の生徒の発達段階に即していると考えた。

　以上、三つの観点から特色を説明させていただき、東京書籍の採択案の説明とさせ

ていただく。

(山下教育長)　一つだけ、これまで光村図書であったが、今回の光村図書の内容は、

今までのものとほとんど変わっていないのか。

(「国語」説明員)　細かく全部は確認していないが、大きく変わっていないと思う。

国語の教科書と統一した方が、より学習が連携してできるのではないかという考えの

下に、多分前回、採択をしたと思うのだが、今回、いろいろな工夫も出てきており、

また「口唱法」等湖西市の取り組んでいる内容を考えたときに、国語と書写の教科書

が違うことによって不利になることはないのではないかという話が出て、本案となっ

た。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　時代とともに教科書の大きさや形も、どんどん変わってきていると感じ

た。今年度はこの形が割とたくさん出てきていると思う。以前、机のサイズが小さい

学校があった気がするが、このぐらいのサイズであれば十分大丈夫であるのか。

(「国語」説明員)　昔に比べると、机が一回り大きくなってはいるが、全ての学校で

大きいかどうかは確認できていない。大きな中学校３校については、昔の小さな机よ

り一回り規格が大きくなっている。筆から日常がより離れている段階で、大きさが同

じ手本を見て書く方が、子どもたちにとってはより目標を意識しやすいのではないか

というのが、委員会の考えである。

(柴田委員)　書写は誰が教えるのか。国語の先生か。それとも教頭先生か。

(「国語」説明員)　国語である。今、１・２年生は年間20時間、３年生は10時間とい

う時間数になっている。年間計画の中に、この場面で２時間、３時間という形で入っ

てきている。書写の内容も国語の中に含めて、国語として評価している。

(山下教育長)　先ほど、原寸大の手本があるのが特徴という話があったが、他の教科

書にもある。後ろの方に書き初めはあるが、東京書籍は基本的にここだけである。

(「国語」説明員)　多分、数は東京書籍が書き初めは別にして３、こういうパターン

がある。他のところも１、２あるが、書くときのポイントの説明が他のページにあり、

これを見ているときは見られない。同じ場所にポイントが載っているというのが東京

書籍の特徴で、一度学習したことをここで意識しながら書いた方がより丁寧ではない

かという意見があった。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、書写の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、書写の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　ここで、少し休憩を入れさせていただく。再開は、午後３時からとする。

午後２時47分休憩

午後３時00分再開

(山下教育長)　休憩を解いて、会議を再開する。

　続いて、地理について報告を求める。

(「社会」説明員)　地理的分野の報告をする。社会科は、三つ観点で教科書を比較・

検討をしてきた。一つ目は、教科の主たる教材としての内容が今回の学習指導要領の

教科の目標を達成するために適切であるかどうかということである。二つ目は、内容



の組織や配列、分量が、生徒の学習にとって適切かどうか。三点目は、生徒、学校、

地域等の特性や実態を考慮し、生徒の発達段階に即しているかどうか。以上３点であ

る。

　地理的分野については、４社あった。教科の部会で、それぞれ三つの観点から良さ

をまとめ、この中から観点別に総合して、教育出版と帝国書院の評価が高かったので、

まず２社を選び、さらに実際に具体的な授業をイメージし、比較検討した。

　その説明のために、分かりやすい場所で帝国書院168ページ、169ページをお開きい

ただきたい。教育出版の方は162、163ページをお開きいただきたい。どちらも九州地

方の導入のページである。開いた感じでは、帝国書院の方が写真資料が多いのが分か

るのではないかと思う。社会科では、特に地理は世界と日本を学習していくわけなの

だが、生徒にとってはやはり、行ったこともないような場所ではなかなかイメージが

湧きにくい。なおかつ、社会科の今回の学習指導要領は、子どもたちが課題意識を

持って主体的に学ぶということを言っている。具体的な地域のイメージを持つことか

ら始めないと課題を設定できないだろうという意味で、導入部分でこの写真資料がよ

り多く、具体的にイメージしやすいのは、帝国書院ではないかということであった。

それから、地図もそこに載っているのだが、やはり地理であるので空間的な認識とい

うのが非常に大事ではないかと思う。教育出版の方は、九州が割と大きく載っている

のだが、沖縄地方が１枚の地図の中に組み入れられていて、空間的な広がりという意

味ではちょっと分かりにくいのではないか。一方、帝国書院の方は、九州から沖縄ま

で１ページの中に空間的なイメージをしやすいように書いてあるのが、生徒がまず地

域をイメージする上ではとても優れた部分ではないかと思う。たとえば課題を設定す

るときに、帝国書院の方では１枚の写真だけでも、湖西と違って火山のすぐ近くにま

ちが広がっている、なぜこういったところにまちをつくったのかというような課題も

設定しやすいというのが、この教科書の良さではないだろうかということであった。

学んでいく上での次のページからの資料については、どちらも写真資料や統計資料、

図、表を用いて、文章表現と共にうまくまとめられて、それぞれに良さがあるのでは

ないかと思う。

　最後に、まとめの部分をもう１か所比較をした。帝国書院は181ページ、教育出版

は186ページになる。見ていただくと分かると思うが、教育出版の方は、まとめが

「日本の西南部」ということになっている。つまり九州だけのまとめではなく九州と

中国・四国地方をを一まとめにしてまとめている。帝国書院の方は、「九州地方」と

いうことでまとめをし、また、「確認しよう」、「説明しよう」、「探究しよう」の

３段階方に分けてまとめているということで、これは生徒にとってまとめやすさがあ

るのではないか。また、地方別に学習課題を設定するので、二つまとめてまとめるよ

りも、それぞれの地方ごとにまとめた方が、子どもたちの思考の流れにも沿っている

のではないか。

　以上のことから、帝国書院の方を採択案として決定した。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(佐原委員)　たしかに、帝国書院の方が見開きのところに桜島、長崎のくんち、さん

ご礁などの写真が載っているが、桜島の写真であれば教育出版の方も「火山とくら

す」というふうに火山があるのだというところをちゃんと載せているので、それが理

由というのはどうかと思った。それから、沖縄までが入っているという点については、

私は162ページの九州地方の位置ということで周りの中国や北朝鮮などと九州との位

置関係を指摘しているところは、日本国内だけではなく近隣諸国にまで言及している

という点でこの教育出版の方が良い印象を持った。また、今はもうインターネットや



テレビの情報番組で、案外こういうのに頼らなくても皆どんなところかというのは

知っているのではないかと思った。

(山下教育長)　説明している文章表現等についての違いや特徴はあるのか。

(「社会」説明員)　どちらも資料を提示しながら、文章でも詳しく説明しているとい

うような流れであるので、特に大きな違いとなると、どういうテーマで記述をしてい

るかという部分については、多少教科書会社によって位置や記述の仕方が変わってく

るとは思う。

　先ほどのテーマ性ということで火山のことが出たが、七つの地方を学習するときに、

七つのテーマをつくるということが決められている。たとえば九州であると、自然を

テーマにするのか、環境をテーマにするのか、産業をテーマにするのか、文化をテー

マにするのか、それは各学校の年間指導計画に委ねられている部分ではある。イメー

ジを広げていくという部分においては、様々なこういった文化や自然の写真が載って

いた方が、テーマ設定はしやすいのではないかということである。

　もう１点の近隣の地域への広がりがもう少しあった方がということについては、学

びの順番というのがあり、日本全体を概観するというところから日本の諸地域で九州

地方というところに入っていくので、そういう学習の流れからいくと、ここで九州と

沖縄地方のイメージだけでも十分入っていけるのではないかというような判断はある。

　子どもたちの知識については、確かに情報の多い子は、持っている子は持っている。

しかし、ほとんど何もイメージがない子も確かにいるので、そういうことを考えると

やはり、教科書等を資料として用い、共通のものを見てイメージするというのは大事

なことではないかというように判断している。

(飯田委員)　社会では、全体的に副読本が他にも付いてくるものなのか。

(「社会」説明員)　各学校によると思うが、多くの学校は地理の資料集というものを

教材として買っていると思う。

(飯田委員)　どんな資料集か。

(「社会」説明員)　教科書の補足的な資料ということなので、たとえば火山であるな

らば、火山の周りに住む人々がどんな生活をしているかというような資料で、統計資

料が少し加わっている。テーマを設定して学習していく中で、資料集も活用しながら

いくとさらに深まりがあるようにというような構成になっているかと思う。

(袴田委員)　資料集というのは、学校に置いてあるものなのか。それとも個人が持っ

ているのか。

(「社会」説明員)　個人で購入する。大体学年でそろって購入する。

(袴田委員)　学校によって資料集が変わるということか。

(「社会」説明員)　多少は出版社が変わるということはあるとは思うが、中身につい

ては多くの出版社は似通っている。あとは値段と使いやすさというところで判断する

のだろうと思う。最終的には、湖西市内は選ぶところはほとんど同じだと思う。

(山下教育長)　帝国書院の教科書を使う場合、内容的には資料集とのダブりはないと

いうことか。

(「社会」説明員)　全くダブりがないということはないが、資料集であるので、さら

に踏み込んだ資料という意味合いが強くなると思う。

(袴田委員)　資料集が変わっても問題はないということか。

(「社会」説明員)　まず目標があるので、目標を達成するためにどういったものがい

いかということだと思う。あとは、どういうふうに扱うかというところになってくる

かと思う。そういった幾つかの視点で資料集を選び、各学校に副教材の検討委員会、

選定委員会というのもあるので、そこで最終的には決定していくという形になってい



く。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、地理の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、地理の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、歴史について報告を求める。

(「社会」説明員)　歴史的分野については８社ある。大きさからそれぞれの違いがあ

る。ちょっと大きなＡ４サイズのものもあれば、Ｂ５サイズの教科書もある。やはり

これも先ほどの地理と同じで、三つの視点から総合的に良さを検討してみた。それぞ

れの視点においてそれぞれの教科書会社の良さがあるのだが、東京書籍と教育出版に

より良い部分が多いのではないかということで、この２社に絞って比較検討をさらに

進めていった。これもまた、授業場面を想定して比較をしていきたい。

　教育出版34ページ、35ページをお開きいただきたい。東京書籍は38ページ、39ペー

ジになる。こちらは、古代日本の聖徳太子のところの扱いになる。この二つを比較し

たときに、それぞれ写真もあれば人物像、それから仏像、建物の写真等が載っている。

まず私たちが１点目として注目したのは、小学校の社会科が人物を通して歴史を学ぶ

ということになっており、古代の部分というのは小学校で学んだ歴祖を基にして学び

始める部分であるので、その辺りをどういうふうに扱っているかということである。

東京書籍の方は、聖徳太子の肖像が載っており、子どもたちは聖徳太子ということで

まず、小学校で学んだことをイメージしながら学習に入っていくという流れになって

いる。教育出版の方は、聖徳太子と隋の煬帝の肖像が載っており、その右上のところ

に巻物の絵があり聖徳太子については色が変わっていると思う。聖徳太子の方はピン

ク色っぽい色になっている。これは小学校で出てきた人物だという印である。左側の

方は紫色で、これは中学校で初めて登場する人物ということである。その辺は、小学

校とのつながりという部分ではいいのではないかと思った。また、全体的に比較をし

たときに、教科書のつくりという部分もあるが、東京書籍の方は、文化財の中でも特

に仏像などの比較から日本への歴史のつながりというものを見ているのが特徴である。

教育出版の方は、仏像以外にも玉虫厨子のほぼ全体的な写真や釈迦三尊像、それから

聖徳太子と煬帝の関わりといった海外へ目を向けた東アジアとの関係性という部分の

資料も出ている。中学校の社会科は、人物を通しての社会から政治の仕組みという部

分に入っていくので、より多面的に当時の社会を見ていくということが大事であり、

そういう意味では教育出版の方が良いのではないかという意見であった。

　また、現行指導要領では近現代が重視をされている。３年生に入っても歴史を学ぶ

のが今の社会科である。太平洋戦争のところを開いていただきたい。両方とも224

ページということになる。今、社会科は歴史的な部分も多面的に見る、考えるという

ことが重要視されている。どちらも子どもの吹き出しがあり、何が原因で戦争が起

こったのか、日本がアメリカとの戦争を始めたのはなぜかというように、思考を問う

ようなものが出ている。そういう意味では、どちらの教科書も大変良いと思う。そう

いった問い対して子どもたちが、この教科書を資料としてどう答えを導き出していく

かということになるが、東京書籍の方は、この問いに対する文章表現が出ている。教

育出版の方は、文章表現ももちろんあるのだが、ここに当時の日本の資源の輸入先の

割合というような円グラフの資料もある。資料を通して考えるというところも、社会

科としてとても大事になってくる部分ではないかと思う。こういった資料を通して考

えさせるという部分については、東京書籍よりも教育出版の方に幾つか見られるので



はないかということである。

　以上のことから、教育出版の方がいいのではないかという意見になった。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　単純に比較して、教育出版の説明の方が非常に適切ではないかという感じはしてい

る。東京書籍は、書かれている内容の時代が帯で一目で分かるようになっている。教

育出版の方は、同じように下に書いてあるが何世紀かだけでイメージがつかみにくい。

そういう意味では、弥生時代とか平安時代だとか附属的に書かれている時代区分の方

が分かりやすいといえば分かりやすいというところはある。ただ、表現や今説明の

あった資料という点では、教育出版の方がいいのではないかという感じはした。

(飯田委員)　歴史の教科書については、世界大戦のときの周辺国とのいろいろな表現

について毎回いろいろあるのだが、今回の中ではそういうポイントはどの辺りであっ

たか。

(「社会」説明員)　中学校の教科書は検定教科書であるということが前提であると思

う。出版社においては、世界から見た日本の良いところを載せている教科書もある。

そうすると、確かに日本はこんなにいい国なのだと思うかもしれないが、少しもう一

方の意見といったものをバランス良く載せるという部分においては、こちらの教科書

は両方とも比較的バランス良くとらえられていたと思う。先ほど言ったように、多面

的に歴史的な事象をとらえるということは、大事な部分ではないかと思う。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、歴史の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、歴史の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、公民について報告を求める。

(「社会」説明員)　公民的分野については７社ある。先ほどと同じように、三つの観

点でまず横並びに比較をしてみた。それぞれの出版会社がそれぞれの観点ごとにそれ

ぞれの良さがあったということで、それぞれの会社が工夫をしていると思うが、東京

書籍と教育出版がより良い部分が多かったのではないかということで、こちらの２社

を中心に比較検討した。こちらも、実際の授業等をイメージしながら比較をしていっ

たので、同じところを扱っているページをお開きいただきたい。

　まずは、東京書籍84ページをお開きいただきたい。教育出版は82ページになる。ど

ちらも、国会を扱っている。写真から導入し、学習課題があり、最後に振り返る、ま

とめという形になっている。教育出版の方は、振り返る部分がステップ１、２と分か

れている。私たちが注目をしたのは、今回の学習指導要領の行にすれば１行でしか表

現されていない部分で、「現代社会の見方、考え方」である。その一つの概念として

「対立と合意」、「効率と公正」という概念がある。人々が対立をしたとき、合意に

至るまでにどういう過程を追っていくかということで、効率的に判断、公正な判断と

いった概念を、実は教科書の最初の方で学ぶ。たとえば具体的には、クラスの中で球

技大会をやるときにドッジボールをするのかバスケットボールをするのかというとき

の、効率という部分と公正という部分。実は公民では、それを教科書の最初の方でそ

れぞれ学習し、そこで学んだことを政治や経済でも学んでいくというふうなつくりに

なっている。それが学習指導要領に示されている目標である。東京書籍の方は、同じ

国会でも２枚載っていて、子どもの吹き出しに「議院が二つあるのはなぜ」と書かれ

ている。東京書籍は、先ほど申し上げた「対立と合意」、「効率と公正」という考え

方を政治の部分ではどこで思考させたらいいかという部分が、はっきりと示されてい



る。それが最も分かりやすいのが、85ページの右下に「効率と公正」というマークが

付いており、ここで二院制というものを公正という観点から説明しようというつくり

になっているところである。全部で７社あった教科書の中で、「対立と合意」、「効

率と公正」についての記述をしっかりしていたのは東京書籍だけであり、そこは非常

に評価が高い部分である。

　また、小学校３年生から社会科を７年間学習するのだが、７年間のまとめというも

のを一番最後に位置付けている。そちらをちょっと比較してみた。東京書籍の210

ページ、211ページ、教育出版は212ページ、213ページになる。この最後のまとめと

いうのは、これからの未来の社会に向けての課題で「持続可能な社会」というキー

ワードがあるのだが、それをキーワードに今まで子どもたちが学習したことをまとめ、

自分なりのテーマをつくって、調べ、まとめていくという作業である。まとめるに当

たっては、文章表現もさることながら、社会科であるので、絵、図、写真、グラフ、

統計資料といったものを載せながらまとめていくというふうになる。皆さんもパッと

見て感じるのではないかと思うが、子どもたちがどちらの方をまとめのイメージとし

て持ちやすいかということを考えると、東京書籍の方が子どもっぽい字でもあり、い

ろいろな図、資料を用いて表現していること、さらにはその両側に解説も載っている

ことから、まとめていくには東京書籍の方が非常に使いやすいのではないか。その前

の方のレポート作成といった部分においても、事細かにページ等も示し、どうやって

レポートを作っていけばいいのかということも分かるようなつくりになっているかと

思う。教育出版の方にも、そういった部分がもちろん掲載されているわけだが、総合

的に判断したときに、やはり東京書籍の方が良いのではないかということであった。

　以上のことから、公民的分野は東京書籍が良いのではないかという結論になった。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(柴田委員)　私もこのどちらかだと思ったのだが、東京書籍の80ページの政党のとこ

ろを見たときに、党首等今の時点でもう変わっているものもあるので、この部分だけ

どうだろうかと思った。これから採用するまでになくなっている党も、多分出てくる

のではないか。

(「社会」説明員)　公民の場合は、特に選挙などで変わる部分もあるので、やはり教

師の側で新聞記事など最新のものを利用する。どうしてもそういう部分は出てこよう

かと思う。

(柴田委員)　後ろの方に日本国憲法が載っているが、これは今も教えるのか。

(「社会」説明員)　主に日本国憲法の三大原則、国民主権と平和主義と基本的人権の

尊重の三つ視点から憲法を学んでいくことになっている。

(柴田委員)　全部を教えるわけではないということか。

(「社会」説明員)　全部暗記するというわけではない。

(柴田委員)　公民は、勉強する範囲が広いので、そんなに時間がないのではないか。

(「社会」説明員)　歴史が今、３年生まで食い込んでいるが、かといって公民が減っ

たわけではない。３年生はそれまで週2.5時間であったが今は週４時間になり、時数

も増えているので、公民的分野を扱う時間は以前よりは増えている。

(飯田委員)　両方一長一短あると思った。最後に比較したまとめのところは、教育出

版の方が「未来への私の約束」ということで、割と決意を持ったまとめになっていて、

自分の考えをしっかりと形にするという意味では強いと思った。もう一つの方は、子

どもたちには親しみが湧くのかもしれない、レポート作成の手順については詳しく書

かれているとは思うのだが、まとめとしては、しっかり考えをまとめられる方がいい

と思った。



(「社会」説明員)　子どもたちは、中学校を卒業して社会へますます参画をしていく

ことになり、社会参画ということも今回の学習指導要領が大事にしている部分である

ので、確かにここでは、決意表明のような部分も大事な部分だろうと思う。教科書会

社によって多少つくりが違い、教育出版は「未来への私の約束」という感じでずっと

きているのに対し、東京書籍はもう少し幅広くとらえられるようにというようなつく

りになっているので、これくらいの表現になっているのではないかと思う。その辺の

ところは、これまでの学習した内容を、教師の裁量でどういうふうにそこに焦点化し

ていくかというところで変わってくるのではないかと思った。ただ、まとめるところ

は結構イメージがしにくいところなので、その点については東京書籍の方が優れてい

るのではないかとは思う。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、公民の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、公民の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、地図について報告を求める。

(「社会」説明員)　地図帳については、東京書籍と帝国書院の２社である。それぞれ

に良さはあった。例で示したいと思う。

　東京書籍の59ページ、60ページをお開きいただきたい。全体として落ち着いた、目

に優しい色彩が特徴である。ここに資料が載っている。基本資料が左側のページで、

右側にはテーマ資料というふうになっている。基本的な資料とさらにテーマ別の資料

という表し方が、この教科書の際立った良さだと思う。帝国書院の方は、全体として

明るい色彩である。パッと目に入ってきやすい感じがする。帝国書院そのものが地図

を作る会社でもあるので、地図の見方が最初の見開きの部分に載っている。たとえば

地図の要素という部分で、地図というのはこういう要素から成り立っているというよ

うな解説が載っているなど、図の見方等を丁寧に解説しているという部分がこの教科

書の良さだと思った。それぞれ良さがあるということであるが、授業に使う場合をイ

メージして考えてみた。

　分かりやすい部分で、アメリカ合衆国のところで説明をしたいと思う。帝国書院の

59ページ、東京書籍の57ページをお開きいただきたい。どちらかというと東京書籍の

方が地図が大きく、色合いにも違いがあるが、私たちがポイントとしたのは、地図帳

をどこで使うかということである。パッと考えるのは地理的分野だが、社会化には歴

史的分野も公民的分野もあるので、そういったところでも使えるといいと思った。分

かりやすいところから説明すると、帝国書院の方は同緯度、同縮尺の日本地図が示さ

れている。国や他地域をイメージするときに、まず自分が住んでいる場所というもの

が中心となり、では他地域はどうなのかというような思考をするときに、この１枚の

うっすらとした地図があるかないかというのは、非常に大きな部分ではないかと思う。

この日本地図については、ヨーロッパのところでも北海道の位置が分かるというふう

に、そういった部分は大変工夫されていて分かりやすいと思う。

　また、歴史的分野という部分での活用を考えたときに、帝国書院の先ほどの日本地

図のちょっと左側を見ていただくと、ポーツマス条約というのが書いてある。東京書

籍にはない。これは、日露戦争の後、条約を結んだ場所である。それからちょっと下

を見ると、メイフラワー号漂着と書いてある。アメリカの開拓が始まる最初の部分で

ある。さらには、下の方を少し見ていくと、1863年ゲティスバーグの戦いとあり、南

北戦争、奴隷解放といった公民的分野にも使える部分ではないか。



　また、地図にもいろいろあり、立体的にイメージするということで鳥かん図という

地図がある。帝国書院63、64ページ、東京書籍は61、62ページをお開きいただきたい。

一目瞭然で、帝国書院の方がより立体的で分かりやすい。東京書籍の方には海底地形

なども出ており、そういった良いところもあるのだが、しかし少し見にくいのではな

いかということがある。載っている絵についても、子どもたちが知っていそうなウォ

ルトディズニーワールドやケネディ宇宙センターといったものを絵で載せており、日

常の生活と関連付けながら地域を理解するという部分においても、帝国書院の方が扱

いやすいのではないか。

　以上のことから、帝国書院の方をお勧めしたいと思っている。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　帝国書院の方は、ちょっと色がはっきりし過ぎているのではないか。

(「社会」説明員)　それはちょっとあるかもしれない。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、地図の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、地図の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　続いて、数学について報告を求める。

(「数学」説明員)　数学については７社あった。どの教科書も、やはり検定も通って

いて、扱いやすく見やすいという共通なことはあったのだが、とりわけ教育出版と学

校図書の２社の評判が高く、それぞれ詳しく見ていったところ、最終的には教育出版

の方が総合的な評価が高かったという結論に達している。

　視点は二つあるので、説明させていただく。

　まず一つ目は、学習の順序を工夫していて、分かりやすく子どもたちに伝えるとい

う工夫がされているというところである。教育出版、学校図書ともに70ペ－ジを開け

ていただきたい。変化の割合というものを子どもたちに教えるのだが、変化の割合と

いうのは子どもたちに何回説明してもなかなか落ちていかないところで、簡単に言う

とグラフの傾きで右に１増えて、上に２増える、つまり１、２、１、２と増えていく

グラフも、２、４、２、４、あるいは３、６、３、６でも、どこをとっても傾きは一

緒なのである。それは、横に増えた分で縦に増えた分を割ると、常に「２」という数

字が出てきて、同じ傾きが保たれているということを式や表で一所懸命教えるのだが、

子どもたちはやはりなかなか落ちない。教育出版の方の順番を見ていただくと、グラ

フを最初にまず教え、その後に分かりにくい概念の変化の割合をグラフを通して視覚

的に見やすく教えるという順番を採っている。学校図書の方は、式や表を用いて変化

の割合を教えてから、その後グラフを教えるという形で、ちょっと教えにくいのでは

ないかという話になった。ちなみに、グラフを一番最初に教えているという会社は、

教育出版のみであった。あとは皆、式と表を用いて変化の割合を教えるという形を

採っていた。

　二つ目としては、子どもたちが教材を扱うときに場面設定を身近なものにしたり、

扱う数字を簡単なものから徐々に難しくしていくという配慮がされたりしているとい

う視点である。教育出版、学校図書ともに68ペ－ジをご覧いただきたい。１次関数と

は何かということを教える場面である。教育出版の方は、ごく身近で升の問題である。

あらかじめ５センチメートル入っており、決められた時間当たり２センチメートルず

つ水が増えていくことによって、グラフも右上がりに増えていくという場面設定であ

る。「ｙ＝２ｘ＋５」という式になる。学校図書の方は鍾乳石の問題で、これも伸び



ていくのだが、鍾乳石が上から下に伸びていくという設定で、グラフは右上がりであ

る。逆の現象をグラフにするということで、ちょっと扱いにくいのではないかという

意見が出た。出来上がった式が「ｙ＝１／30ｘ＋５」であり、30年に１センチメート

ルというところから導き出して式にするという点が扱いづらいのではないかというこ

とで、教育出版の方が、出来上がった式が扱いやすい、場面設定が子どもたちにスッ

と落ちやすいという点では、評価が高かった。その後どうなるかというと、１ページ

後の69ページに問題が続いていくのだが、教育出版の方は線香の問題で、ある一定の

長さが短くなっていくという場面設定の問題である。「ｙ＝16－0.5ｘ」ということ

で、２題目にして比例定数に「0.5」という小数が使われる形になる。学校図書の方

は、飛行機が上昇すると、だんだん高くなるにつれて気温が下がるという問題で、

ちょっと説明しづらいという意見が出た。その後、最後にはグラフから式を求める問

題になる。80ペ－ジをご覧いただきたい。グラフを与えられ、そのグラフがどんな式

で表されるかということなのだが、教育出版の方はオ－ソドックスに縦、横しっかり

マスが入った問題で、傾きや切片が「２」や「３」という数字を使った単純なものか

ら始まっている。学校図書の方は切片が331という場面設定で、非常に生徒にも抵抗

がある数字を使う問題から入っており、いきなり入るところでは難しい数字ではない

かという意見が出た。

　概ね概念的な難しいものを扱うときに、学習順序を変えている、見やすくシンプル

で子どもたちにつかませやすい、単純な数字から始めて徐々に難しい数字を扱うとい

うようなところから、いざそれを使って子どもたちにおろしていくときに、教育出版

の方に一日の長があるという意見でまとまった。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　大変分かりやすい対比であった。今の対比については、全体を通して同じような形

であったのか。

(「数学」説明員)　順番を工夫してある、数字が簡単なものから徐々に難しいものに

なっているという話題になり、一番説明しやすいところを利用させていただいた。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、数学の教科用図書の採択案について採

決を行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、数学の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　最後に、理科について報告を求める。

(「理科」説明員)　理科について、５社の教科書の比較検討をした。それについて、

選定委員会の協議結果を報告する。選定委員会ではこの５社のうち、まず、東京書籍

と大日本図書の２社に絞り込んだ。一長一短あるわけなのだが、学校図書、教育出版、

啓林館については、物理、化学、生物、地学という４領域が、単純にどの学年も同じ

並びというような形の配列をしている。それに対して、東京書籍と大日本図書につい

ては、その領域を微妙にずらして配置している。そのために、教材を入手しやすい時

期に対する配慮がなされていたり、学年間で使用する器具が重なってしまいガスバー

ナーが足りないといったことが起こりにくいような配列の工夫があったりする。この

「配列」という点を重視して、まずはこの２社に絞り込んだ。

　東京書籍の169ページをご覧いただきたい。この一番下のところに「学びを活かし

て考えよう」ということで、雲の底の高さがきれいにそろうのはなぜかということを

話し合ってみるという少し難しい問題とか、「学んだことをつなげよう」とか、随所



に言語活動が効果的に散りばめられており、学習内容を深める、あるいは思考力を伸

ばすということが大変意図されているという点で、優れた教科書であるという評価を

得た。また、図表と文が一番きれいにレイアウトされており、一番見やすい教科書で

あるというような評価も得ている。

　ただ、最終的な採択案については、選定委員会として大日本図書を採択させていた

だいた。この大日本図書の良いところは、実験、観察、体験活動を重視しているとい

う点である。246ページをご覧いただきたい。気温が上がっていくと空気中に含むこ

とができる水蒸気量が増えていくデータがある。他の会社の教科書は、これが２度刻

みであったり、ちょっと乱暴に５度刻みであったりするのだが、この大日本図書だけ

が１度刻みでこのデータを設定しており、より詳しいグラフを書かせよう、あるいは

ほんの僅か温度が下がっただけで空気中の水蒸気が追い出されて出てくるというイ

メージをきちんと付けさせたいというような意図が酌み取れる。

　体験活動の重視という点でもう１点、東京書籍と直接的な比較ができるところがあ

る。大日本図書については、すぐ前の245ページをご覧いただきたい。同じ実験が東

京書籍では163ページに載っている。パッと見た感じ、東京書籍の方がやはり見やす

いという印象を持つかもしれないが、内容をよく見てみると、大日本図書の方には

「コツ」というアドバイスが載せられている。この実験は、水を氷で冷やして金属

コップが曇り始めるところの温度を調べたい、露点を調べたいという実験なのだが、

実は、実際にやってみるとこの曇り始めというのが本当に分かりにくい。東京書籍が

これをイラストだけで処理しているのに対して、大日本図書はまずは「コツ」として、

顔を近づけると息が吹きかかって曇ってしまうとか、１回の実験だけでは曇り始めに

気が付かないから２回やってみようとか、そんな形でより質の高い体験活動を提案し

ている点で、大変すばらしい教科書だという感じがした。加えて、「セロテープを貼

る」という一つの簡単な操作によって、曇り始めがよく分かるというアドバイスがあ

るといった点で、実験、観察を実際にやってみて、そのノウハウを盛り込んだ教科書

だという印象を強く受けている。そんな実験、観察の充実という視点で考えたときに、

やはり理科の柱になるので、この大日本図書の方がより優れているのではないかとい

うふうに、選定委員会では判断させていただいた。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(柴田委員)　すばらしい。

(飯田委員)　いいと思う。

(山下教育長)　質疑がないようであれば、理科の教科用図書の採択案について採決を

行うがよろしいか。採択案を承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、理科の教科用図書の採択は原案のとおり承

認された。

　なお、本日配付した資料については、回収させていただき、事務局で処分させてい

ただく。

　ここで、説明員の入替えのため、少し休憩とさせていただく。

午後３時58分休憩

午後４時02分再開

(山下教育長)　会議を再開する。

　議案第43号「湖西市私立幼稚園運営費交付要綱の一部改正について」事務局の説明



を求める。

(幼児教育課長)　議案第43号「湖西市私立幼稚園運営費交付要綱の一部改正につい

て」、湖西市私立幼稚園運営費交付要綱（平成15年湖西市教育委員会告示第24号）の

一部を別紙のとおり改正したいので承認を求める。平成27年７月23日提出　湖西市教

育委員会教育長　山下宗茂。

　湖西市私立幼稚園運営費交付要綱の一部改正については、認定こども園を追加する

ことから、題名及び要綱を改正するものである。第１条の「私立幼稚園」に「１号認

定を受けた子の利用定員を100人以上とする認定こども園」を加え、表記を「私立幼

稚園等」に統一するものである。別表は、算定基準等の字句の変更であり、補助金額

等の変更はない。附則として、平成27年度の申請から適用することとする。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　これは、しらゆり幼稚園が認定こども園になったことによる改正ということでよろ

しいか。

(幼児教育課長)　そのとおりである。

(山下教育長)　昨年度までは、しらゆりは幼稚園と保育園とを併設した形で併せてこ

ども園という形であったのだが、今年度から幼稚園部、保育園部という形をやめ、一

括した認定こども園という形に園の組織を変えたことを受けて、一部改正を行わなけ

ればいけなくなったということである。

(飯田委員)　湖西市私立幼稚園運営費交付要綱の附則に「29年３月31日限り、その効

力を失う」とあるが、これはどういう意味か。

(幼児教育課長)　平成15年から補助を行っており、これまで効力を失う時点でその都

度継続について検討し、その期限を延ばし、現在のところ29年３月31日までとなって

いる。来年度で運営費の補助は終わりになるということなのだが、今年度から認定こ

ども園になったことにより、運営費補助という意味合いの施設型給付費というものが

支払われるようになっているので、その辺や経営状態を考慮し、続けていくのか29年

３月31日までとするかを検討していく。当面、29年３月31日までは継続する予定では

いる。

(山下教育長)　補足する。今の要綱自体が29年３月31日までであり、こども園になっ

たことで一部改正を行ったが、要綱の失効期限については変更していない。

(飯田委員)　元々何年という計画があり、その期限が29年３月31日ということか。

(山下教育長)　そのとおりである。最初の頃の状況については、私は把握していない

が、市内の私立幼稚園は１園しか存在しておらず、地域の特殊性というものもあるの

かもしれないが、ある地域の子どもたちのために私立幼稚園がそこに存在して、市と

してその私立幼稚園１園に対して特別に補助をしてきたという状況がある。ただ、こ

ども園になることによって、他の保育園との関係等についてもこれから少し検討しな

ければいけないのではないか、今まで私立幼稚園は１園だけであったが、今回こども

園になることによって他の保育園と同じように扱っていかなければいけないのではな

いかという意見も当然出てくるので、今、効力を有している29年３月31日までは現状

のままとするが、その後については再検討をしなければいけないということで、この

部分については改正しなかったということである。

(教育次長兼図書館長)　基本的に補助金については全て、３年や５年で区切られてお

り、永久に差し上げるものではないということである。他の補助金についても全て３

年や５年で区切り、そのときに見直しをしているという状況である。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第43号「湖西市私立幼稚園運営費



交付要綱の一部改正について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認す

る方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第43号「湖西市私立幼稚園運営費交付

要綱の一部改正について」は原案のとおり承認された。

　報告第18号「湖西市立公民館条例の一部改正について」事務局の説明を求める。

(社会教育課長)　報告第18号「湖西市立公民館条例の一部改正について」、湖西市立

公民館条例（昭和53年湖西市条例第26号）の一部を別紙のとおり改正したので報告す

る。平成27年７月23日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の改正は、西部公民館大ホールの利用が半面の場合の使用料を明文化するため、

別表の備考４に、「大ホールの使用が半面の場合は、使用料の２分の１の額とす

る。」を追加したものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　補足説明をする。実は、他の公共施設については、ホールの半面を貸す規定が全て

盛り込まれている。西部公民館だけは、半面使用の規定が盛り込まれていないまま

ずっと現在まできている。ところが、初年度当時から公民館長等の決裁によって便宜

的に半面で金額も半分にするということで許可をし、使用を認めてきたという状況が

あるので、遅ればせながらではあるが、他の施設と同様の条例に一部改正をし、これ

まで使ってきたのと同様の便宜を図り、市民のために半面貸しを認めていこうという

状況である。これについては議会の方でも承認をされ、この条例で既に動いている。

本当は、もっと早く気が付いて改正をしなければいけなかったとは思う。

　よろしければ続いて、「その他」事項の「豊田佐吉翁生誕150年記念事業における

海外留学支援制度の創設について」事務局の説明を求める。

(教育総務課長)　豊田佐吉翁生誕150年の企画委員会で、平成29年２月14日に向けて

いろいろな事業が挙げられている。その提言の中で、「海外留学支援制度の創設」事

業が挙げられている。佐吉翁の「障子を開けてみよ、外は広いぞ」という精神を受け

継ぎ、世界に通用する人材を育成するために提案された事業である。教育委員会では

豊田佐吉翁記念奨学金と育英奨学金を持っているので、その奨学金をうまく運用して

「海外留学支援制度の創設」ができないかと、教育委員会へ投げかけがあった。これ

について、教育委員会事務局でいろいろと検討をした中ではなかなか難しいのではな

いかと思っているが、委員の皆さんにもご検討をいただくため、提出させていただい

た。

　以上。

(山下教育長)　この「海外留学支援制度の創設」については、どういう経過で挙がっ

てきたのか、企画委員でもある飯田委員から説明いただいてよろしいか。

(飯田委員)　市長の提案でこの案が出てきた。企画委員会に市長が入っており、市長

の提案から始まった。皆さんいろいろな意見を出し合った中の一つであったと思う。

たまたまちょうどその話が出たときに、教育委員会の会議と重なってしまい、途中退

席をし、ちょうどそのときいなかった。後から聞いた流れによると、元々この記念事

業が「ものづくりは人づくりから」ということで、特に青少年の人材育成を目的に、

いろいろな事業を考えており、海外へ留学をして学ぶ機会をもっと創出できないかと

いう案が出された。

　会議の経過を話せばよろしいか。

(山下教育長)　この事業が提案された簡単な経緯が分かればありがたい。



(飯田委員)　優秀な若者を出したいということで、ある一定の学力がある学生を対象

に、留学の支援をしたいということであった。当初は、市長の退職金を充ててやると

いう話であった。その辺ぐらいで話が止まってはいる。具体的な話については、もう

半年ぐらい止まっている。

(山下教育長)　その後ずっと話はないということか。

(飯田委員)　ない。

(山下教育長)　これについては、庁内でいろいろな検討もされてきた。先ほど三上市

長の退職金をという話であったが、三上市長は退職金を辞退しているので、退職金を

当てにして利子の補給をすることは基本的にできない。それならば、どこかで財源を

つくらなければいけないという話になった。他に財源がない、青少年の育成という点

から考えると教育委員会だろうという話になり、実は内々に、教育委員会が持ってい

る育英奨学金事業の財源を元に、そこに海外留学支援をくっ付けられないかというよ

うな話があった。最初は、育英奨学金事業を海外留学支援制度に変えるという意見も

あった。実際にそういう提案を受けて、育英奨学資金貸付条例によると、「優良な生

徒及び学生であって経済的理由によって修学が困難な者に対して学資の貸付けをし、

有能な人材を育成する」ということを目的に育英奨学金を貸与しているという状況で

あるので、海外留学支援制度をくっ付けるにしても、本来の趣旨である「経済的理由

によって修学が困難な者に対して」という条件を変えることはできないという話をし

てある。海外留学支援制度をそのままそっくりこちらに移し替えるというのは基本的

には無理であり、まずは市長部局の方で経済的に困窮していなくても支援するという

制度をつくってくれないと、教育委員会とタイアップできないというような話を口頭

でし、ここ３、４か月そのままになっていた。ところが、改めて「本市における新た

な海外留学支援制度の創設についてご検討をお願いしますとともに、教育委員会とし

てのお考えをお示しいただきたく、ここにお願いするものであります」という文書を

いただいた。海外留学支援制度を教育委員会で創設することを検討していただきたい

という趣旨であり、回答が必要になると思われる。そこで、まずは委員の皆さんに、

海外留学支援制度を教育委員会として創設するかどうかということについてご意見を

いただかなければいけないと思い、今日の会議に提案をさせていただいたという状況

である。

(飯田委員)　先ほどの説明を補足させていただく。昨年の２月からこの会議が始まっ

ているのだが、いろいろ出し合った案を10の案に絞ったのが、昨年の10月頃である。

そのときに、その10の案の一つに「海外留学支援制度の創設」が入っている。委員の

意思であったり、企画の意思であったり、市長の意思であったりするのかもしれない

が、この10のうちの一つに残っていることは確かであり、市担当課が教育総務課、学

校教育課にはなっている。

(山下教育長)　こちらは、それはできないとずっと言っているのだが。

(飯田委員)　会議の中ではそういう経過であった。

(山下教育長)　その後の進捗状況については、何も説明はないということか。

(飯田委員)　そのとおりである。

(山下教育長)　委員の皆さんの意見を聞かせていただきたい。ただ、その上で最終的

には教育委員会として回答を、市長に出さなければいけないというふうに思っている。

(柴田委員)　海外留学支援制度について、大まかでもよいので対象者などの具体的な

内容は全くないのか。

(山下教育長)　ないと思われる。

(柴田委員)　社会人でもよいとか、高校生対象だとか、それも全くないのか。



(山下教育長)　これは市長の案かもしれないのだが、最初は、中学校で校長先生が誰

か推薦をするという話であった。

(柴田委員)　中学生を対象にしているということか。

(山下教育長)　そのとおりである。中学生に行かせるのかと言ったら、そうではなく

中学校を卒業するときに優秀な生徒について学校で推薦をし、その人に海外留学がで

きるというパスポートのようなものを与えるという話であった。その子が海外留学に

行きたいというときには、利子補給をする。卒業して高校へ行ったり、大学へ行った

りした後であるから、何年後かにその子が海外留学をしたいと言ったときにという話

である。本人がいつ、どういう気持ちになるか分からないし、何年後かの話だとする

といつ優秀なのかという確認、推薦基準もはっきりしないので、それはできないとい

うふうに断った。その後、そういう条件等については全く聞いていない。ただ、今の

話では、非常に優秀な生徒を対象にするということだけは間違いないと思うが、どこ

でどういうふうに判断をするのかというのは、一切分からない。

(柴田委員)　そういうことも、ここで決めるのか。

(山下教育長)　そうではないと思う。

(柴田委員)　承認といっても何をすればよいのかよく分からない。

(山下教育長)　承認ではない。「海外留学支援制度の創設」について、教育委員会と

してはどういう考えを持っているかという話である。

(柴田委員)　そのベースになる誰をどういうふうにするかというのは、こちらで決め

ろということか。

(山下教育長)　まずは、トータルとして海外留学支援制度を創設してもいいかどうか

という話だと思う。

(佐原委員)　湖西市に、海外留学に行きたい子はいるのか。

(山下教育長)　その辺の話はあったか。

(飯田委員)　ない。

(社会教育課長)　私も企画委員に入っているのだが、豊田佐吉記念奨学金の奨学生が

トヨタに行ってお話をしたときの海外に行きたいという言葉を聞き、市長が奨学金を

つくってあげなければいけないのではないかという気持ちになったという説明を受け

ている。皆が本当に行きたいかどうかは別として、そう市長が言っていた。その後、

飯田委員が言われたように、教育委員会事務局が断ってからは、内容の検討は一切な

い。

(佐原委員)　そういう支援制度が市内にないから最初から検討しないだけかもしれな

いし、海外留学をしたいと思ったときにそういう支援制度が市内にあれば、チャレン

ジすることができるというチャンスをつくるという意味では、佐吉翁生誕150年を期

にそういうものを湖西市として設けてみるというのは、検討するだけ検討してもいい

のではないかという気はする。

(袴田委員)　県の流れでパスポートをという話の中で、市も何か補助できるようなも

のがあれば、それに連動するもので行かせてあげられればいいとは思うが、そういう

流れで考えられたわけではないのか。

(山下教育長)　知事の言葉に感化された部分はあると思う。川勝知事から高校生全員

にパスポートを持たせたいという話があり、いろいろなところでそれを話題にしてい

たのだが、実際には知事部局の方には財源がなく、結局は全ての市町に振っている。

ただ、どの市町も、高校生のパスポート代を用意する財源が見当たらない。また、た

とえば、湖西市内に住んでいる子でも、湖西市内の学校に通っている高校生というの

は、おそらく半分以下である。ほとんどが浜松とか豊橋とかいろいろなところに通っ



ているという状況の中で、では、どの子にパスポート代を支給するのかという非常に

難しい問題がある。もう一つはやはり、では、パスポート代をもらってパスポートを

取得した子が皆、パスポートの期限の中で海外に行くのかというと、これまた非常に

難しい。そういう点でなかなか、絵に描いた餅ではないが、知事が言っているのは一

部、思いとしては分かるが、事業としては非常に具体性に乏しい、効率的ではないと

いう感じがしている。その点で、今回のこれもどうなのかと。実際に、国の方では支

援制度を拡充しており、手を挙げて優秀な生徒で海外留学をしたいということであれ

ば、海外留学費用を無償でいただけて返さなくてもよいというような制度もあるので、

果たして、市としてこの制度を創設して、利子は返さなくてもよいというだけで、手

を挙げてくれる子どもがいるのかどうかというのもちょっとはっきりしないという感

じはしている。

(袴田委員)　国や県は、お金を返さなくてもよいのか。

(山下教育長)　国はそのとおりである。県は、事業をやっていない。

(教育総務課長)　県には具体的なものはない。

(袴田委員)　ただであるので、国の制度をあっ旋した方がよい。

(教育総務課長)　国の制度はかなり手厚い。当然、選考はあるが、通れば一切返済し

なくてよいという形で、期間は大体１か月から２年以内である。たとえば、奨学金は

月額12万円から20万円、渡航費についても20万円、授業料は実費で上限60万円が受け

られ、返金の必要がないということになっている。

(山下教育長)　ただ、基本的に国は、これらの費用をいろいろな企業からの支援で

賄っている。湖西市でやる場合も、市内の企業で、人材育成のために拠出をしてくれ

れば。

(袴田委員)　湖西市に戻ってきてくれれば。

(教育総務課長)　この間、国がこれを寄附金でやっているので静岡県も同じように寄

附金をもらって奨学金制度をやりたいというような県の教育長の発言があったことが

新聞に載っていた。

(山下教育長)　たとえば企業で、就職の内定を出した子に対して、短期で、ある目的

で海外留学をさせて研修をするというのは、魅力はないか。

(柴田委員)　建築会社などにはある。

(袴田委員)　うちも、青年会議所の東海号という船に、何年かしたら乗せてあげると

いうことで、それは１週間船上での研修をして帰ってくる、海外へ行って現地で１日

ぐらい自由時間があるぐらいで往復ずっと研修しているというもので、20万円から30

万円ぐらいかかるのだが、これには毎年出している。ただ、来る前にというと、その

子がいつやめてしまうか分からないので、そこの投資が微妙なところである。

(柴田委員)　この回答は、いつまでにするのか。

(山下教育長)　17日に文書が来て、定例の教育委員会を今日行っている。企画委員会

の方にもこれを提案すると思うので、ここで意見がまとまれば、早めに回答をしてあ

げた方がいいのではないか。

(飯田委員)　でも、企画委員会はもう、一区切り付いている。今は、ものづくり会館

構想のみの検討になっている。

(社会教育課長)　進捗状況の報告が、企画委員会にこれだけない。その関係で多分、

出てきたのだと思う。

(飯田委員)　私たちも多分、10の企画がある程度決まった時点で、もうそこからは少

し離れていて、ものづくり会館を考えるだけの委員になっている。その提言があと２、

３か月でまとまるので、そうしたらもう、解散になると思う。



(山下教育長)　では、これについても別に、「だめだ」と言っても影響はないという

ことか。

(飯田委員)　市長には影響があるかもしれない。

(山下教育長)　正直な話、たとえば支援制度を創設するとなると、何人の人たちが手

を挙げてくるか分からない。とすると、ある程度こちらの方で今後の見通しを立てて

基金を用意しなければいけないという話になってくる。では、その基金をどこでどう

するかということ、それから単発の記念事業ではなく今後ずっとこの制度を続けてい

くとなると、毎年何人の子が手を挙げそれに対して支給をし利子を補給するというよ

うな見通しを持って事業展開をしていくということでないと、何のためにこれを事業

化したのかという話に当然なってくるのではないか。そこら辺のところが、企画委員

会、市長部局の方から全く示されていない。ただ海外留学支援制度をつくりたいとい

う話だけなので、何となく雲をつかむような話で、なかなか事業化しにくいというの

が基本的なところである。そういうような回答でいけるのであれば、できれば早急に

回答しておきたい。そうすれば、市長部局の方でもそれを基にして、ではどうするか

という検討を進められるのではないかと思う。

(柴田委員)　それで済むのなら、それでいいと思う。

(佐原委員)　雲をつかむような話である。

(袴田委員)　何もないのでやりようがない。

(山下教育長)　きっと、豊田佐吉の言葉、思いを事業化したいということでこれを発

案されたのではないかと思う。発案されただけで、なかなか実体が伴わない。そうい

う方向でよろしいか。飯田委員、よろしいか。

(飯田委員)　留学といってもいろいろな留学があると思う。企業で、留学をした人材

をすごく求めているのかどうかというというところが、ちょっと分からない。それを

知りたいと思った。

(山下教育長)　ひょっとしたら、こちらに知らされていないだけで、企画委員会で

「海外留学支援制度の創設」という話が出たときに、いろいろなレイアウト、実際の

市内の状況の確認、今後の予測などいろいろなものが話として出てきているのではな

いかと思った。

(飯田委員)　私もその会議にたまたまいなかった、その時間だけいなかったので、ど

のような議論が出たのか、議事録が回ってきておらず分からない。

(社会教育課長)　この事業については、やはり市長の思いが強過ぎて、内容の検討に

ついてはさほどやっていない。特に中学で優秀な子を、初めは学生では出さないとい

うことであった。働いてから助成するという話であった。働いて、社会人になってか

ら、行きたくなったときにそれを支援するという話が一番最初にあったのだが、中学

のときに優秀な子だけが権利を持ち、それ以外の子は権利を持たないということは、

趣旨に反するのではないかという話は出た。その後は、何の検討もない。それで、10

の事業の中には載せるという話で決定をされた。その後は、プロジェクトチームにと

いうことで、多分、教育委員会の学校教育課と教育総務課に投げたのだろう。企画委

員が終わったので、プロジェクトチームに任せて、担当課を決め、その中に教育委員

会が残っているというのが現状である。社会教育課、文化課が何をやるかということ

が決まっており、それについてやっているのだが、これについてだけは幾ら経過して

も報告がない。多分、こちらが受けていないので報告がないのだと思っているが、そ

ういう感じである。だから、企画委員の方はもう手が離れたが、一つだけ残ってし

まっているというのが現状であると思う。

(山下教育長)　分かった。



　教育総務課長から、回答の原案を示していただく。すごく困りながら、こんな原案

でどうだろうかということで、懸命に作成した。ただ、最初からお見せするというわ

けにはいかなかった。実際に創設すればいいという話になれば、ではこういう条件で

創設してもいいというふうな回答を作らなければいけないと思った。

(教育総務課長)　理由としては、先ほど言われたように希望者が全く見込めないこと

を挙げた。現状の給付型の豊田佐吉翁記念奨学金にしても、育英奨学金にしても、希

望者が年々少なくなってきている。今日、市民会館の耐震補強の新聞記事を皆さんに

配らせていただいているが、そこにたまたま浜松市の奨学金の記事が載っており、全

国的に少ないのではないかという中で、海外留学についても奨学金をもらって行きた

いという方がどれだけ出るか分からない。基本的に、優秀であって経済的に困ってい

る方が奨学金をもらって海外へ行きたいという志、希望があればよいのだが、これを

事業化していくと、きっと見込み等を求められるので、ちょっと難しいのではないか。

(教育次長兼図書館長)　見込みもそうだが、市が補助をしてお金を差し上げるのなら

ば、その見返りがほしい。だから、市の方に人材に残るとか、市内の企業に就職する

とかいう条件があればいいのだが、もう日本のどこにいても出すという方針であるの

で、それではちょっと市民に対し説明がつかないし、具合が悪いのではないかという

ことを伝えてある。

(教育総務課長)　先ほど言ったように、日本学生支援機構や国の方の奨学金としても

う、給付型のものがある。

(教育次長兼図書館長)　そちらにお任せした方がいいのではないかということは伝え

てある。

(山下教育長)　結局、市として財源がない。だから、その財源を今ある育英奨学資金

の財源で賄いたいということである。

　回答案を読んでみる。回答としては「検討の結果、教育委員会としては事業の実施

は困難であると判断する」。理由については、四つ挙げさせていただいた。「教育委

員会で所管している豊田佐吉翁記念奨学金、育英奨学金の二つの奨学金事業は、どち

らも経済的に困窮している家庭の子どもに勉学の機会を与えるものであり、これらの

奨学金を海外留学支援のために使用することは、趣旨に合致しない。また、強いて併

用すれば、こうした家庭の勉学の機会を狭めることになる」、２番として「今回創設

しようとする海外留学支援制度は、今後の見通しが不明確で、事業化が難しい。また、

既に国が無償給付型奨学金の海外留学支援事業を実施しており、貸付型の支援事業で

は、利用者がほとんど見込めない」、三つ目「今後の見通しが不明確で、利用者が見

込めない事業のために、市の財源を眠らせておくよりも、教育上必要とする部分に活

用し、教育環境をよりよくすることの方が重要であり、教育委員会としての事業の優

先度は低い」、四つ目については入れていいかどうか難しいところだが「佐吉翁の言

う「障子を開けてみよ、外は広いぞ」の精神、これから時代を担う青少年にもっと視

野を広げてほしいという思いは理解できる。しかし、それは海外に行かなければでき

ないことではない。普段の生活とは異なる環境に身を置き、改めて考えることで視野

が広がるとすれば、国内でも、県内でも、市内でも事業展開ができると考える」とい

うふうに、理由を付けさせていただいた。余りにも短絡的に豊田佐吉翁の言葉イコー

ル海外というのでは、やはり教育行政に携わる者として、ちょっと不適切ではないか

という思いもあったので、この４番を付け加えさせていただいたという状況である。

　回答、理由等について、手直し等は幾らでもするので、もし表現等でこうした方が

いいということであれば、ご意見をいただきたい。

(柴田委員)　いいと思う。



(山下教育長)　よろしいか。この回答をするとおそらく、この記念事業については教

育委員会の方で拒否されたというような反応があるかもしれない。そこら辺のことも

踏まえながら、こんな理由を付けさせていただいた。正直に言って、こういう部分が

あるので、趣旨としては分かるが、非常に難しいという回答にさせていただきたいと

思う。よろしいか。

　では、これに日付けを入れて、正式に市長の方に回答をさせていただく。

　続いて、「湖西市民会館耐震補強計画について」事務局の説明を求める。

(文化課長)　２年前、ホールの屋根が非常に危険であるということで耐震診断を行っ

た結果、ホールの屋根が震度５強で落下の危険性があるということであった。それに

伴い、ホールについては使用を停止し、会議室部分だけ供用してきている。その後の

経過については、要は、ホールを閉鎖した一方で、どういう方向で早期再開をするか

ということを検討し、最も早い時期に再開ができ、比較的工事費が抑えられるという

ことで、耐震補強及びリニューアルという方針で行くことを決定させていただいたと

いうことである。

　26年度になり、その耐震補強計画の策定業務を専門業者に委託し、作業を進めてき

たところである。この耐震補強については、補助金等をいただくようなこともあった

ので、最終的にはその計画の内容を、静岡県建築士事務所協会という第三者機関の評

定委員会の検討部会に提出し、その内容で果たして補強ができるかどうかという審査

をしていただいた。今年の２月から４月にかけて４回ほど、検討部会で見てもらった

わけだが、現在の建物を耐震補強していくのは非常に困難ではないかということで

あった。当初は、屋根を取り替え、柱や壁を増やしていけばある程度補強がなされる

のではないかという考えで進んできたわけだが、東日本大震災などの大きな地震があ

る中で、専門の検討部会の中では、ホールという非常に広い空間の耐震補強を行うと

いうことが技術的に非常に難しいという指摘があり、最終的に評定、お墨付きが得ら

れなかったという状況である。

　そういう中で、業者の方から二つの案を提示していただき、こういう方法であれば

検討部会で認められるのではないかというふうなものをいただいた。案１については、

一番問題となるホールの部分を撤去して、改めて造り直すという案である。既存の会

議室がある部分については耐震補強をして、その二つの建物をつなげていくという案

である。ただ、この市民会館の場所が、都市計画法の中で舞台、ホール等を建設して

はならないという区域に指定されているので、もしこういうふうな改築を行うとする

と、特別に静岡県の許可を得なければならないという問題がある。その県の許可が、

必ず認められるとは限らないという大きなリスクがあり、その審査を受けるためには

詳細な図面を改めて作成する経費もかかる。それから、現在の市民会館の一番北側部

分は一段高くなっていて、この北側におぼとがある。日陰制限のため、高さをこれよ

り低く抑える必要がある。そのため、もし改築するとなると、地面を約５メートルぐ

らい掘り込んで、その下に基礎を築いて造り直すという、工事としては非常に大きな

工事になってしまう。それから、すぐ隣に古見川が流れており、それよりも低いとこ

ろに基礎を築くということになるので、工事としては難工事になることが予想される。

もし仮に、これで改築したとしても、金額的には30億円以上は掛かるだろうと見込ま

れている。

　案２については、屋根を取り替え、現在のホールの両側にある通路に壁を入れると

いう案で、さらに、壁面外側につっかい棒となる柱、はりを増築し、建物を支えると

いう工法である。この東西の両側の部分については駐車場や通路があり、つっかい棒

を横に張り出す形になると、駐車場の使い勝手が非常に悪くなる。また、柱、はりを



増築するとなると、現在の機械室、電気室が使えない状態になり、別の場所に改めて

造り直さなければならない。

　案１にしても案２にしても費用が非常に掛かること、それから特に案２については

補強はできると思うが多額な費用を掛けても使い勝手が非常に悪い施設になってしま

うことが挙げられることから、こういった方法であれば検討部会で認められるのでは

ないかという案を提案していただいたが、最終的には、補強及びリニューアルについ

ては今回白紙に戻し、ゼロから改めて検討し直すという方針で、昨日、議員に報告さ

せていただき、その夜には関係者等に集まっていただき説明をさせていただいた次第

である。

　以上。

(山下教育長)　使用停止をしてから２年間、担当課としてはきちんと事業を遂行して

きて、今年に入りやっと評定委員会の方に申請を出し、評定をいただくという段取り

になり、評定がすぐもらえ、もらったら実施設計に入り、もうこの時期にはそろそろ

工事に取り掛かるというような予定でずっといたのだが、評定委員会でいろいろな条

件、厳しい条件が付けられ、ちょっとどうしようもない状態となった。そこで、やむ

なく耐震補強及びリニューアル計画については、白紙に戻すということになった。今、

課長から話があったように、昨日１日で、午前中に議員に説明をし、その後記者会見

をし、夜には自治会の代表、市民会館の利用者の代表の方々にお集まりいただき、説

明会を開いたという状況である。今後のことについては全く決まっていないが、新築

するにしても土地から手を付けなければいけないので、文化課ではなく、市でプロ

ジェクトチームをつくって市民の意見を聞きながら、今後どうするかということにつ

いて検討していくということであった。たとえば、今使っている既存の施設をもう少

し使いやすいように改修をしながらそこで活用していってもらうか、あるいは活用し

ていきながらどこかに新築するか、あるいは新築しないままいくか、既存の施設を改

修してそこで収めてしまうか、いろいろな選択肢はあると思うが、市民の意見を聞い

てというような状況である。

　私自身も２年後を心待ちにしていたが、市民会館は再開できないというような状況

に陥ってしまった。

　委員の皆さんの意見を伺う。

(飯田委員)　ちょうど新国立と重なってしまった。

(山下教育長)　ちょっと、中身は違う。想定外と言えば想定外の話であった。また、

このことについては今まで所管が文化課であったので、委員の皆さんにも市民の方か

らいろいろなお話があるかもしれないが、今言ったようなやむを得ない状況であるの

で、説明をしていただければと思う。夜の自治会代表の方々の説明もそうであったが、

今後どうするのかという質問が非常に多い。今後のことは決まっていないので、なか

なか説明しづらいところであるが、今言ったように、これからプロジェクトチームを

つくって市民の皆さんの意見を聞きながら検討するということしか言えないのではな

いかと思っている。

　よろしければ続いて、「第２次湖西市子ども読書活動推進計画について」事務局の

説明を求める。

(教育次長兼図書館長)　午前中の総合教育会議の中でも話があったように、平成28年

度から４年後の平成32年度までの第２次の子ども読書活動推進計画を策定する。本年

度で終わる第１次の計画の努力目標の結果を今日、本当は示したかったのだが、時間

も押しているので、この部分については来月の定例会に改めて皆さんにお諮りしたい

と思う。とりあえず今日は、第１次の計画がこんな計画であったということで一度目



を通していただき、次回に意見をいただきたいと思う。

　以上。

(山下教育長)　これについては、図書館運営協議会の方でこの１年をかけて、これま

での計画の実施した内容と目標についての成果、反省と課題を出していただき、その

上で今後５年間、新たにどういう活動計画を立てるかということについて協議いただ

くということになっている。これから、年に３、４回開くことになるので、その内容

についてはまた教育委員会の方で図書館から報告をさせていただき、意見をいただき

たいと思う。また、目を通しておいていただきたい。

　その他としてもう１件、実は先ほどの総合教育会議でもちょっとお話をした「新居

幼稚園のこども園化と内山保育園の０～２歳児保育特化」について、保護者の皆さん

から意見書を出していただき、それを見た段階で、ある程度の決断を下したので、そ

れについて課長から説明をしていただく。

(幼児教育課長)　６月30日の４時半と６時に内山保育園の保護者への説明会を行った。

欠席者は３名で、ほぼ来ていただいたのだが、保護者会の方で先に意見を集約したい

ということであったので、１回保護者会の方で意見を集約したものをこちらで回答さ

せていただき、その後７月10日にまた最終的な意見を回収した。先週それを見たわけ

だが、実家庭が69名中51名の回収であった。問題ない、いいと思うという人は14名、

問題があってなかなか無理ではないかという人たちが37名ということで、自分たちは

この園に入ったのだから最後までいたい、なぜ内山保育園だけが対象になるのかとい

うような意見が一番多かった。そういうふうな意見の方々を説得するのはちょっと無

理ではないかというところで、今回は断念をするという方向に持っていきたいと思う。

そのことについての報告を、７月31日の６時ぐらいからしたいと思っている。

　新居幼稚園のＰＴＡの役員の方には、７月８日の夜に役員会で説明させていただい

た。幼稚園のＰＴＡの方は、急なことだけれども内山保育園の保護者がオーケーと言

うのであれば、役員としては受け入れるというふうにお話をしていただいた。結局、

内山保育園の保護者に内山保育園にいたいという気持ちの方が多く、ちょっと無理で

はないかと思うので、新居幼稚園のＰＴＡの役員会にもまた、その旨報告する予定で

ある。

(山下教育長)　本来は、入所待ちの乳幼児の受入れをしたい、それによって入所待ち

の解消につなげたいということがまず第一にあったので、突然と思われた方もいらっ

しゃるかもしれないが、やむを得ず滑り出した取組であった。今話があったようにな

かなか理解が得られないということであるので、今回は断念しようというふうに決定

をした。ただ、これを断念してしまうと入所待ちの解消策というのは見当たらないの

で、今後様子を見ながら少しでも解消に向けた取組ができるかどうか検討させていた

だかなければいけないと思っているし、教育委員会の方に提案をし、お知恵を拝借で

きればと思っている。なかなか厳しい状況である。私自身としては、同じ新居町内に

住んでいる方々ばかりであるので、保育園と幼稚園で預ける場所は違っていても、お

互いに顔見知りで交流があるのではないかと思っていたのが思い違いだったようだ。

　本日の案件については、これをもってすべて終了した。

　なお、本日の議事録については、教科用図書の採択期限である８月31日を過ぎた後

に公表することとする。先ほど学校教育課長からも話があったように、８月31日まで

は今回の教科用図書の採択については口外しないということでお願いする。

(飯田委員)　次回、教科用図書採択の機会に私が巡り合うかどうか分からないが、次

回のときにはもう少し教科書を見る時間をいただけるとありがたい。今回は見切れな

かったところもあった。



(山下教育長)　分かった。

(学校教育課長)　結局、本が届くのが５月ぐらいで、研究会議を３回開くのが基本に

なっている。その間に各学校に教科書を回し、各教科の主任にそれぞれ意見を全部出

してもらう。それを基にまとめて選定委員会を行い、８月31日に出すためには、この

７月に教育委員会を行わざるを得ない。２か月ぐらい、教科書をあっちへ持っていた

り、こっちへ持っていったりしている。大変であるので、県にも強く要望しているの

だが、県でも教科書を早く出せないということであった。

(山下教育長)　次回はたとえば、定例教育委員会ではなく、７月の末ぐらいに一度、

教科用図書の採択だけで教育委員会を開催するということも考えれば、少し時間が取

れるかもしれないので、また事務局内で検討させていただく。

　これにて、平成27年７月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後５時17分終了


