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８月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成30年8月22日（水）午後1時30分から 

 

２．会 場 伊予市役所4階 大会議室 

 

３．出席委員  

  教育長       渡 邉 博 隆 

教育長職務代理者  矢 野 ひとみ 

  教育委員      鷹 尾 秀 隆 

  教育委員      髙 橋 久美子 

  教育委員      水 口 良 江 

 

４．会議に出席した事務局職員 

教育監理監         井 上 伸 弥 

事務局長          靏 岡 正 直 

学校教育課指導主幹     福 原 浩 一 

学校教育課指導主事   髙 石 達 也 

学校教育課課長補佐     窪 田 春 樹 

社会教育課長      山 岡 慎 司 

社会教育課課長補佐     北 岡 康 平 

社会教育課課長補佐     堀 内 和 美 

社会教育課課長補佐   宇 都 光 英 

  学校給食センター次長  安 田 敦 

 

５． 協議事項等 

 報告事項等 

(1) 6月会議録報告 

(2) 9月教育委員会行事予定について 

(3) 事務局報告事項等について 

(4)  その他 
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            1時30分 開会 

○靏岡事務局長 開会。 

○渡邉博隆教育長 ただいまから８月定例教育委員会を開催いたします。 

 先ほどまで、台風19号、20号の接近に備えまして、災害対策本部会議が開催されておりまし

た。伊予市でも、先月の西日本豪雨での被害が出ておりまして、台風のコースあるいは規模に

よって、大きな被害が出ないか、大変心配しているところでございます。愛媛県も昨日、災害

対策本部を開催したようですけども、中村県知事は、空振りに終わっても、早目に対応をす

る、そういうお話がございました。 

 また、昨日100回大会の高校野球、大阪桐蔭が史上初の２度目の春夏連覇を達成いたしまし

た。一昨日には、その大阪桐蔭と済美が戦いまして、２－５で逆転負けをしましたけれども、

堂々と戦い抜いて、晴れ晴れとした表情でグラウンドを後にしたというふうなコメントをいた

だきました。愛媛の被災地にも元気を届けることができたと話しておりまして、野球王国愛媛

の名を全国にとどろかせてくれたのではないかと思っております。 

 さて、本日の委員会開催に当たりまして５名の傍聴の要望がございましたので、伊予市教育

委員会傍聴人規則第１条の規定に基づき、私が許可いたしましたので、御報告申し上げます。 

 なお、傍聴人は、伊予市教育委員会傍聴人規則第３条に規定している行為をした場合は、退

場を命ずることがありますので、御注意ください。 

 それでは、着座させていただきます。 

 本日の会議録署名人、矢野委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、前回会議録の報告ですが、各委員さん方に事前にお配りしているものを御承認いただ

けますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、次第の５、協議事項等に移ります。 

 (1)議案審議、議案第22号平成31年度使用の中学校教科用図書採択について事務局に説明を

求めます。 

 はい、福原指導主幹。 

○福原指導主幹 それでは、議案書１ページをごらんください。 

 平成31年度使用中学校教科用図書に採択について教育委員会の議決を求めたいと思います。 

 提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条６号により、平

成31年度使用中学校教科用図書について採択する必要が生じたので、提案をいたしました。 

 それでは、伊予市教科用図書調査委員会の調査結果に基づき説明をいたします。お手元に資

料がございますので、御用意ください。 

 今回、調査研究を行った教科書は文部科学省の検定を通っておりますので、どの教科書も採
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択するにふさわしい教科書になっています。その中で、伊予市の中学生が学びやすいものかど

うか、文部科学省が道徳の教科化で狙う「考え、議論する道徳」にふさわしいか、いじめ問題

や情報モラル等、今日的な教育課題が盛り込まれているかどうか、評価につながるものかどう

か、指導する教師に配慮されたもの、指導の負担を減らし、道徳の授業を行いやすいものかど

うかという観点から、各教科書の特徴的な事項を説明させていただきますので、後ほど御審議

をよろしくお願いいたします。 

 それでは、説明をいたしますので、資料、まず東京書籍のページをおあけください。３枚目

になります。 

 Ａ.内容の選択にあるように、いじめ問題と生命尊重に重点を置き、いろいろな角度から考

えられるような教材配置となっています。また、Ｃ.構成配列では、巻頭に話し合いの手引き

が掲載され、生徒にとって話し合いの参考になります。また、問題解決的な学習に取り組むた

めに、２時間扱いの教材が５つあり、１つの大きなテーマに向かって学習を進めていくという

工夫が見られます。 

 また、Ｅ.造本その他では、特徴の一つとして、話し合い活動や思考の質を高める授業支援

ツール、心情円、ホワイトボード用紙が巻末につけてあります。 

 総合的な所見の中にも書かれてあるのですが、定番教材が多く、もう少し現代の中学生の生

活に踏み込んだ内容であってもよいと思われますが、全体として役割演技や体験的な学習を取

り入れたり、問題解決的な学習の道筋を紹介したりして、物事を広い視野から多面的、多角的

に考えられるよう配慮されており、採択に適した教科書であると考えます。 

 次のページをごらんください。学校図書の「輝け未来」という教科用図書についてです。 

 この教科書の特徴は、Ｃ.構成・配列の１つ目の丸にあるように、１番から12番までの教材

の後に学びの記録、また13から27、そして28から35の教材の後にも学びの記録というように、

各学期で学ぶ内容の後に学びの記録を記入するページがあることです。また、Ｄ.学習指導へ

の配慮として、教材末にメモをする欄があったり、コラム「心の扉」に自分の考えを書く欄を

設けていたりするなど、自分の考えを深められる配慮がなされています。 

 しかし、資料によっては内容が多く、８ページにまでなるものがあり、内容理解に時間がか

かることが心配されます。それから、先ほどコラムのことについて取り上げましたが、主教材

に加え、このコラム「心の扉」を取り扱う時間の確保が課題であると言えます。情報モラルな

ど、現代の中学生の陥りやすいトラブルについて扱われている一方で、偉人の生き方を通して

学ぶ資料も多く、自分のこととして考えを深められるか心配があります。また、最初に取り上

げた学びの記録についてですけども、これがあることによって、１学期、２学期、３学期と決

められたようなところがありますので、学校として弾力的に年間計画をつくる上で、弾力的に

資料を選択しづらいと考えます。 

 続いて、教育出版「とびだそう未来へ」という教科用図書についてです。 
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 まず、Ａ.内容の選択、現代的課題に対応しており、特にいじめについては複数の教材が学

期をまたいで考えられるよう配置されています。また、総合所見の最初の段落に書かれている

ように、「学びの道しるべ」や「やってみよう」に沿って学習を進めることにより、問題解決

的な学習が展開できるよう工夫され、「考え、議論する道徳」の姿勢に沿ったものとなってい

ます。 

 しかし、読み物教材だけではなく、写真、アンケート結果、生徒作文など多様な教材形態は

あるのですが、オリエンテーション資料は文章による説明と６つのテーマと教材との関連を示

しているが、余り工夫が見られず、全体として、少しまとめ方が単調なので、生徒が見たとき

に魅力に欠けます。また、巻末に生徒の学習状況や成長を継続して振り返ることができるペー

ジがあっても、学習を振り返る項目や書く欄がないため、別にワークシートや評価のための資

料を用意しなければならないということが挙げられます。 

 ４社目、光村図書「きみがいちばんひかるとき」についてです。 

 特徴としては、読み物教材が多いというところです。Ａの内容の選択では、２つ目の後半に

書いてありますが、現代的な課題と対応し、コラムを組み合わせて深く考えさせる資料になっ

ています。また、Ｄ.学習指導への配慮の１つ目の丸、教材末に学びのテーマと発問が明記さ

れており、課題意識を持って主体的に学ぶことができ、発問はテーマに迫るための問いや、見

方を変えて別の立場や視点から考える問いがあり、多面的、多角的に考え、議論していくこと

ができる配慮があります。 

 また、この教科書がほかの教科書と違うところとして、総合所見の２つ目の段落にも書いて

あるように、全体を４つのシーズンに分け、それぞれのユニットのテーマや実施月を決めてい

ます。しかし、そのことにより、学校ごとの特色を生かした年間指導計画が作りにくく、ま

た、学びの記録もシーズンごとに振り返るように設定されているため、各学校により教材の配

置を変えた場合には利用しにくいと考えます。 

 ５社目、日本文教出版「あすを生きる」。 

 Ｂ.内容の程度の２つ目、一つ一つの教材がわかりやすくコンパクトにまとめられており、

１時間の中で、じっくり考えたり話し合ったりする時間が確保でき、役割演技や話し合いの活

動も取り入れられており、その方法も写真等を使ってわかりやすく解説されております。

Ｃ.構成、配列の３つ目、重点項目については、複数の教材、コラムをユニット化すること

で、多面的、多角的に学習できるようにしています。 

 このように全体的に議論する、「考え、議論する道徳」の趣旨に沿った構成になっていま

す。また、内容や学び方の対応で生徒の興味を引くように工夫されています。この教科書の大

きな特徴は、別冊「道徳ノート」が教科書に挟んで保管できることです。生徒の実態や教師の

意図に応じて、弾力的に活用していくことで、生徒一人一人が自分の学習状況や考え方の変

化、成長を実感することができます。また、教師も生徒の学習状況や成長の様子を継続的に把
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握でき、評価に活用できます。 

 以上のことから、採択に最も適した教科書であると考えます。 

 ６社目、学研教育みらい「明日への扉」という教科書です。 

 Ａ.内容の選択の２つ目、いじめ、かけがえのない命、暮らしやすい社会、未来のためにな

どを重点項目として上げ、現代的な課題に対応しています。情報モラルがテーマの教材にはマ

ークがついており、わかりやすくなっています。 

 Ｅ.造本その他、特徴としては、一番大きいサイズ、Ａ４判です。視覚的には見やすいので

すが、中を開くと結構周りに余白が広いという印象を受けます。余白に自分の考えを書いたり

できるし、それを狙っているのかもしれませんが、教科書の中には記述できる欄がほとんどな

く、学びを記録するようにはなっていません。 

 また、総合所見の２つ目、教材に主題を明記せず、生徒が自ら課題を見つけて考えを深める

構成のため、ねらいとする価値の方向性がそれないように配慮する必要があります。 

 続いて、３つ目、話し合う活動や役割演技について示唆するコラムが多くあり、多面的、多

角的に考えを深めることができますが、発展的な内容もあるため、このコラムを取り入れるた

めの時間確保をどうするのかということが、一つの課題として心配されます。 

 続いて７社目、廣済堂あかつき。この教科書は、学年によって教科書名が変わります。「自

分を見つめる」、「自分を考える」、「自分をのばす」と変わっております。 

 まず、Ｄ.学習指導への配慮として、教材末の「考える、話し合う」で、学習主題と狙いに

迫るための発問を、またあわせて視点を変えた問いも提示しております。 

 総合所見の１つ目、感動的な読みごたえのある教材が多様な形態で掲載されています。しか

し、教材の文章量が多いものがあり、１時間の中で教材を読んで、考え、議論するのは、難し

いと考えられます。また、生徒の身近な課題に関する教材が少なく、イメージや共感するの

に、やや難しい。また、理解を助けるイラストや写真も他社に比べると少ないという印象を受

けます。 

 この教科書も本冊と道徳ノートの２冊で構成されています。しかし、総合所見の３つ目に書

いてあるのですが、道徳ノートは教材の主題に関連した別の内容を扱っているので、教材用の

ワークシートが別に必要になります。また、この別冊の道徳ノートの内容を行うとなると、さ

らに時間を要します。そういった点で使いづらいことが心配されます。 

 最後、８社目、日本教科書。この教科書も、学年によって題名が変わっています。「生き方

から学ぶ」、「生き方を見つめる」、「生き方を創造する」です。特徴は、学習指導要領の内

容項目に沿った４章立てになっているところです。 

 Ａ.内容の選択では、２つ目、現代的課題である情報モラル、いじめ防止、生命をとうとぶ

ための教材が多数扱われており、内容の程度も生徒の発達段階に適合しています。 

 Ｂ.学習への配慮として、教材の内容に関する発問は大体２つに統一されていますが、その
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考えを記述する欄は教科書にないため、別にワークシートが必要です。 

 また、書き込みのできるページが少ししかなく、巻末の１年間の振り返りのページも書くス

ペースが少なく、Ｃ.構成・配列の３つ目に書かれているように、やはり「レベル」という表

現が大変気になります。 

 また、各教材に主題やテーマの明記がなく、このことは総合所見の３つ目に書いておりま

す、教材によっては、発問が教材の内容に関するものに終始しているので、「考え、議論する

道徳」としての工夫をあまり感じません。 

 以上のことから、伊予市教科用図書調査委員会としては、日本文教出版の教科書を第１候

補、東京書籍の教科書を第２候補として推薦します。１番、２番の候補とも、資料としては甲

乙つけがたく、よくつくられています。違いは、道徳ノートがあるかないかという点もありま

す。また、東書はホワイトボード、心情円、アクション等の役割演技等を行う資料等もありま

すが、日本文教出版は役割演技や話し合いの活動の方法を写真等で解説しております。全体的

に、「考え、議論する道徳」の趣旨に沿った構成になっている点です。 

 以上で説明を終わります。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 調査研究結果報告というので、それぞれ８社について説明していただきました。その結果、

答申された、教育委員会のほうへ答申された内容が、今申し上げました、第１推薦順位として

日本文教出版社「あすを生きる」、第２推薦順位として東京書籍「新しい道徳」というふうに

答申が出てまいりました。それぞれ８社について御説明いただきましたが、意見等ございまし

たら、お願いいたします。 

○髙橋久美子委員 よろしいですか。 

○渡邉博隆教育長 はい、どうぞ。 

○髙橋久美子委員 はい。東京書籍の内容選択、上から２番目の、「主教材のほかに付録教材

が５つ用意されている」とありましたが、この５つって、どれを指していたのかが、私はわか

らなかったのですが。 

○福原指導主幹 すみません。目次でありますと、こちらに30教材上げられておりまして、付

録教材として、ここに５つ教材が上げられているところです。 

○髙橋久美子委員 別冊ということではなく。 

○福原指導主幹 はい、別冊ではなく、差しかえができるようにという形で、別にこういう形

になっているという点がありますので。 

 学校によったら、学校の実態に応じて、題材を並べ換えたりだとか、別の題材を取り入れた

りとかということも考えられますので、そういった上で立てやすい面があるというところでは

あります。 

○髙橋久美子委員 はい。これとこれを入れかえても大丈夫ですよということですか。 
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○福原指導主幹 学校の年間計画につきましては、それぞれの学校の実態に応じて、一応、価

値項目として、22は必ず入れるのですけれども、それ以外については、それぞれの学校の独自

の重点項目を設定して、例えば生命尊重を重点に置きたいのであれば、それを余分に加えるこ

ともできますし、それから時期によって並べかえということも可能ですので。とにかく、その

中学校の生徒が一番いいようにという形で、学校の実態に応じて年間計画を立てるということ

があります。この教材どおり教えるわけではない面があります。 

○髙橋久美子委員 あと、すみません、申しわけないんですが、二つ、三つ、あるんですが、

立て続けに質問してよろしいですか。 

○渡邉博隆教育長 どうぞ。 

○髙橋久美子委員 同じ東京出版の中で、「２時間扱いの教材が５つあり」とございますが、

学校の実態として、道徳の時間を同じ曜日、同じ時間、同じ時間帯に続けて２時間とれるとい

うことは可能といいますか、どうなんでしょうか。 

○福原指導主幹 基本的には週１時間という時間割りではあります。だから、内容によれば、

基本的には前の時間、１週間１時間という考え方とれますけども、内容によっては２時間続け

てということも可能だとは思います。 

○髙橋久美子委員 学校の取り組みによってだとは思うのですが、内容として、２時間じっく

り、１つのテーマで考えるというのは、非常によい内容だとは思います。が、一方で、例えば

学校のほかのカリキュラム上、２時間まとめてとれなくって、じゃあ、この続きは１週間後に

ねってなったときに、気持ちの継続の仕方であるとか、あるいは前半欠席していて後半しか参

加できなかったとか、逆の場合もあったときに、こういう教材はどこまで使いやすいのかどう

なのかというのが、少し気になりました。学校の実態としては、こういう２時間続けての内容

というのは、逆にどうなのかなというのを疑問に思いました。 

 それと、どちらが選ばれてもいいというだけあって、私もよいとは思ったんですが。もう一

つ候補に上がっている日本文教出版、選択するのに最も適している、「あすを生きる」につい

てなんですが、私が見落としていたのでなければ、これのみ、ワークシートといいますか、子

供の所見だったり先生の所見だったりを書く欄に、保護者が記入する欄があったように思いま

した。 

 これも良し悪しを問うわけではないのですが、例えば保護者が書くとなると、中学生ぐらい

の多感なお子さんの場合、それを意識して意見を書いてしまうとか、あるいは保護者が書いて

いる内容によって、先生がそれを意識してしまうということはないのかなと。もちろん、その

欄を利用するかしないかは、先生の御自由、自由選択にも、もちろんなるのでしょうが。この

保護者記入欄というのは、どういう目的で、どういうふうに設けられている欄なのかなという

ふうに、ちょっと感じました。採択するに当たって、これがあったら反対とか賛成とかという

意味ではないのですが、拝見させていただいた所見です。 
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 それともう一点、子供たちの意見を書く欄が、もう教科書のページの中に盛り込まれている

教材と、別冊として所見を書く、道徳ノートみたいになっているものと、いろんな種類があり

ましたが、多分、学校の先生方は、別になっているから使いやすいというふうに感じられる方

が多いかなと思うのですが。私、子供と、いろいろな子供と接していて話を聞くときに、別冊

よりも１冊になっているほうが使いやすいという生徒さんが割合多いように感じるんですね。

そういった意味でも、子供の使いやすい視点と、先生として使いやすい視点とっていうのに違

いがあるっていうことも、ちょっと気にしながら見ていくと、一つのヒントになるかなという

気はいたしました。 

 いずれにしても、調べていただいた所見に対しての良し悪しの評価ではないです。採択に関

しての、どうということではないですが、一つの感じたこととして申し添えます。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 そのほか、御意見ございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○水口良江委員 ちょっと、わからないもので、説明をしていただけたらと思うんですけれ

ど。日本文教出版の内容の選択の真ん中どころに、「現行の副読本の教材を約半分使用してい

る」というふうな表記があるんですが、現行の副読本、何の副読本なんだろうかというのが、

１つの疑問と。それから、総合所見の真ん中あたりに、「道徳ノートを生徒の実態や教師の意

図に応じて」と、「教師の意図」という言葉が、ちょっと私、どういう意図なのかなというふ

うな、ちょっとよくわからないというところがあるんです。 

 それと最後に、昨年の８月にやはり小学校の道徳の教科書の選定を行いました。そのとき

に、中学校へつなげやすいというような表記があったような気がするんです。それと、道徳ノ

ートが別冊にあるというのが、先生方の指導負担の軽減につながるということも言われたよう

な気がするんですが。もし、わかるようでしたら、小学校が１学期が終わった段階で、その道

徳ノートが、使用によって、いかに有効に授業が進めやすかったか、先生側にとってですね。

生徒にとっても、それが非常に使いやすかったのかというようなことが、もし今の段階で把握

ができているようだったら、そのあたりも教えていただけたらありがたいなと思います。 

 以上です。 

○福原指導主幹 よろしいですか。 

○渡邉博隆教育長 どうぞ。 

○福原指導主幹 まず、現行の副読本という表記についてですけども、現在は教科になってお

りませんので、教科書という扱いではありません。それぞれの教科書が副読本という形で発行

しておりますので、例えば、日本文教出版であれば、今使っている副読本という形で、今の内

容と、この新しい内容を比べると、同じものが半分ぐらいは使用されていますよという表記に

なっております。副読本というのは、そういう考え方をしております。 
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 それから、道徳ノートにつきましては、これも、いろいろ意見が分かれるところですが、出

てきた考えとしましては、ここに書いてあるとおりのことを全てしなさいというわけではない

ので、教師がこういうところで利用したい、この発問のときに、ここに書かせたいというとき

に使えばよい。場合によっては、ねらいとして価値に迫りにくいので、別のプリントを用意し

て書かせ、これに記録していくことも考えられます。「教師の意図」というのは、そういう意

味の利用の仕方です。 

 それから、中学校ですから、大きな違いは、数学なら数学の免許を一応持った先生が教えま

すけども、道徳に関してはそうではありません。主に、学担が中心になると思います。これが

あることによって、特に若い先生の参考となったり、場合によったら、学年で練りあったりと

いう形で、弾力的に活用するという意味でここに書いております。 

 それから３つ目、現在の小学校の評価については、まだ１学期の中で評価をするというのは

難しいところではありますので、まだ先生方の意見としては出てないのですが、これは大きな

まとまりの中、学期、１学期、２学期、あるいは年間を通してという感じの評価になろうと思

いますので、現在のところ、どういう活用になっているかについては、各先生方のお声をいた

だけておりません。ただ、合同訪問とかでは、毎時間ではないかもしれませんけども、授業で

活用しているところもあります。場合によったら掲示をしている学校もありました。 

○渡邉博隆教育長 よろしいですか。 

○水口良江委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 その他、ございませんか。 

○矢野ひとみ委員 はい。 

○渡邉博隆教育長 はい、矢野委員。 

○矢野ひとみ委員 調査研究報告書を読ませていただきました。ここにも書かれてあるよう

に、どの会社も国の検定を通っておりますので、本当に、内容の選択、それから内容の程度等

については、もう変わりがないというふうなことを感じています。ただ、道徳については、伊

予市の子供たちに最も適しているということ、それから、それを使って実際に指導される先生

方が指導しやすい教科書であること等を考えて、いろんな教科書を読ませていただきました。 

 私も、日文の教科書なんですけれども、一番いいなと思ったのが、一つの教材が大変わかり

やすいというか、余り文章、長くもないし短くもない、次のページにわたってもない。１時間

で子供たちが、本当、読んで、そして考えて、議論するというふうなことができる教材がたく

さん出ているんじゃないかなという気がしました。 

 それから、道徳ノートのことがさっきから問題になっているようではあるんですけれども、

特に道徳は、教科になりましたので、評価が入ってきます。しかし、評価のほうは、まだ始ま

ったばっかりです。小学校の先生もやっぱり大変難しいというふうなことを言っておりました

ので、自分の授業の上に、まだ道徳の評価が入ってくる、本当に大変だと思います。一時間一
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時間にワークシートをつくって、するのは、もちろんベストなんですけれども、なかなかない

し。というので考えると、道徳のノート、あったら便利なんじゃないかと。でも、道徳ノート

があると、道徳のノートにどうしても頼りがちになるというふうな御意見もあるようなんです

けれども。ノートはノートでおいといて、そして、たまたま自分が指導する学年が、ちょっと

子供たちの実態に合わないとか、このノートの質問項目とか、それからいろんな、さまざまな

項目が合わない場合、御自分がまた別にワークシートをつくって、そしてノートとワークシー

トを併用すれば済むことですから、あったほうが、より時間的にはいいのではないかと思いま

す。 

 また、本当に道徳の授業っていうのは、専門で指導するわけではないので、先生によって、

差が大きいと思うんですね。その差の大きいところを、そのノートがあることによって、ある

程度授業の質が同じように確保できるというふうなことも考えられるんじゃなかろうかなとい

うふうなことを考えまして。余りノートにこだわり過ぎてはいけないけれども、あるほうがい

いというふうな感じもして。自分が教科書を選ぶ際にもいいんじゃなかろうかなというふうに

思います。 

 あと、この調査表なんですけども、実際に使用されている先生方が、いろんな教科書を読み

込んで、そしてまた意見を出し合って、まとめてくださっているので、その調査表の意見、先

生方の意見を尊重して、私の場合も、日文を採択するのに最も適している教科書であると考え

るというふうに総合所見に書かれてありますが、同感だと思います。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 そのほか、ございませんか。 

○鷹尾秀隆委員 はい、よろしいですか。 

 ずっと読んでいると、やっぱり矢野委員が言われたように、やっぱり、いかに先生が使いや

すいかというのが、どうしても出てくると思うんです。それで、例えばこの６番の学研教育み

らいの総合所見に、「教材に主題を明記せず、生徒が自ら課題を見つけて考えを深める構成の

ため、狙いとする価値の方向性がそれないように配慮する必要がある」というのに、やっぱり

１つの価値観のほうへ持っていこうというものが、どうしても出てくるんじゃないか。その下

に、「多面的、多角的に考えを深めることができる」という、そういうものも非常に大事な、

例えば個性を尊重する、いろんな考えの人がいるということは、やっぱり道徳についても言え

るんじゃないかと思いますので。私も、現場の教師の方は非常に大変だとは思うのですけれど

も、そういう面を非常に、考慮しながら授業を進めていっていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 



- 11 - 

 それぞれ御意見をいただきました。この採択委員会へ答申していただきました。特に異論的

なものはなかったようですが、道徳教科書について、説明どおり承認する方向で構いませんで

しょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、それでは異議なしということで、中学校の教科書は、推薦順位第１

位の日本文教出版「あすを生きる」に決定いたしました。 

 それでは、次の審議に移りたいと思います。 

 議案審議、議案第23号平成31年度使用小学校教科用図書の採択について事務局に説明を求め

ます。 

 はい、福原指導主幹。 

○福原指導主幹 はい。では、平成31年度使用小学校教科用図書の採択について教育委員会の

議決を求めたいと思います。 

 提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条６号により、平

成31年度使用小学校教科用図書について採択する必要が生じたので、提案をいたします。 

 なお、今回は来年度、平成31年度の１年間だけ使用する小学校教科用図書の採択でありま

す。平成32年からの新学習指導要領に基づく小学校教科用図書の採択は、改めて次年度に行う

予定になっております。 

 したがって、今回は、お手元にお配りしてあるのですが、平成26年度に行った、平成27年度

使用小学校教科用図書調査結果をもとに、過去４年間の実績を踏まえ、説明いたします。 

 それでは、お手元の資料をご覧ください。 

 まず、国語科のほうです。 

 国語につきましては、教育出版、光村図書、学校図書、東京書籍、三省堂の５社の調査結果

をご覧ください。この５社の中で、前回採択されたのは、２枚目にあります教育出版の教科書

です。 

 その主な理由としましては、総合所見の２つ目の段落の後半にあります、日常生活や学校生

活に関連した多様な場を設定しており、児童の実生活に結びついた活動となるよう工夫されて

いる。また、最後の段落、教科書を学習することで、どのように学んだらよいのか学び方がわ

かり、身につけた力をもとに学んだことが活用できるになっており、日々の学校生活のさまざ

まな場面や他教科の学習にも生かすことができるものになっている。また、児童の学習意欲も

高めることができ、児童に最も適していると思われる点から採択されております。 

 なお、この教科書を使用したのが平成27年度からの４年間になります。本年度を入れると。

その４年間、市内９つの小学校の校長先生よりも、継続が望ましいという御意見をいただいて

おります。 

 以上のことから、今回につきましては、引き続き、この教育出版の教科書を第１候補として
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推薦いたします。 

 説明は以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 今、説明がありましたように、現場の校長さん方も、現在使っておる教育出版の国語を１年

間だけ使用していきたいという御要望ですが。 

 御意見ございましたら、お願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 説明のとおり承認することに異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、異議なしということで、それでは小学校国語科、国語の教科書に関

しましては、教育出版ということでお願いいたします。 

 続きまして、書写の研究、調査研究結果、説明をお願いします。 

 福原指導主幹。 

○福原指導主幹 はい、それでは書写について説明いたしますので、資料をごらんください。 

 書写は、教育出版、光村図書、日本文教出版、東京書籍、学校図書、三省堂の６社の中で、

前回採択されたのは、１枚目、載せております教育出版の教科書です。 

 その理由としましては、総合所見の３つ目の段落、どの学年においても大きめの手本が用い

られるなど、基礎的、基本的な知識及び技能が身につくよう配慮されている点、並びに、漢字

の成り立ちや文字の歴史など、文字の知識に関する内容が取り上げられているなど、児童が意

欲的に学習に取り組めるよう配慮されている点等が挙げられます。 

 また、この４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという御意見

をいただいております。 

 以上のことから、書写に関しても引き続き教育出版の教科書を第１候補として推薦いたしま

す。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 今の説明等について御意見ございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 書写に関しまして、説明どおり承認することに異議ございませんでしょう

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。異議なしということで、小学校書写教科

書につきましては、教育出版ということで決定いたしました。 

 それでは続きまして、社会科を説明お願いいたします。 

○福原指導主幹 では、社会科について説明いたしますので、資料をごらんください。 
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 社会科は、東京書籍、教育出版、日本文教出版、光村図書の４社の中で、前回採択されたの

が東京書籍です。 

 その理由としましては、全学年を通して、写真、資料、イラスト、文章のバランスがよく、

授業で資料等を活用するのに一番使いやすい形になっている点。また、３、４年生では、併用

する副読本との関連性が高く、身近な事例を挙げて単元が構成され、学習の進め方を学びやす

いように配慮されている点等が挙げられます。 

 また同様に、この４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという

意見をいただいております。 

 以上のことから、引き続き、東京書籍の教科書を第１候補として推薦します。  

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見などがありましたら。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、説明どおり承認することに異議はありませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、異議なしということで、小学校の社会科教科書は東京書籍に決定い

たしました。 

 引き続き、地図について説明をよろしくお願いします。 

○福原指導主幹 では、地図について説明いたしますので、同じく資料をごらんください。 

 地図につきましては、帝国書院、東京書籍の２社で、前回採択されたのは帝国書院の地図帳

です。 

 その理由として、地図帳の使い方が巻頭に掲載され、基礎的、基本的な知識及び技能が身に

つくように配慮されている点、各地方のページには、関連のある発展的な資料が盛り込まれて

おり、利用しやすく理解が深められるように配慮されている点等が挙げられます。 

 また、４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意見をいた

だいております。 

 以上のことから、引き続き帝国書院の教科書を第１候補として推薦します。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御意見ございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、説明どおり承認することに異議はありませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございます。異議なしということで、小学校の地図、帝
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国書院に決定いたしました。 

 続きまして、算数教科書について御説明をお願いいたします。 

○福原指導主幹 はい。では、算数科について説明いたします。資料をごらんください。 

 算数科は、啓林館、東京書籍、教育出版、大日本図書、学校図書、日本文教出版の６社で、

前回採択されたのは啓林館です。 

 その理由といたしまして、鮮明であり、字の大きさや色遣いが大変見やすい。それから、系

統的、発展的に構成されているとともに、問題解決及び表現活動を通して、児童の数学的な思

考力、判断力、表現力が育つよう配慮されている点等が挙げられます。 

 また、４年間の実績により、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意見を

いただいております。 

 以上のことから、引き続き啓林館の教科書を第１候補として推薦いたします。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 今の説明について御意見ございませんでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 そういたしましたら、説明どおり承認することに異議はございませんでし

ょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、小学校の算数科教科書につい

ては啓林館に決定いたしました。 

 それでは続きまして、理科について説明をお願いいたします。 

 はい。 

○福原指導主幹 はい。では、理科について説明いたします。資料をごらんください。 

 理科につきましては、学校図書、啓林館、東京書籍、教育出版、大日本図書の５社で、前回

採択されたのは学校図書の教科書です。 

 その理由として、児童の思考の流れに即した豊富な観察・実験が準備されており、選択性、

発展性にもすぐれ、理科のおもしろさを体感できるようになっている点。結果、まとめ、考察

と、学習の流れがよくわかり、順序立てて学習を進めることができる点等が挙げられます。 

 また、この４年間の実績により、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意

見をいただいております。 

 以上のことから、引き続き学校図書の教科書を第１候補として推薦いたします。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見がございましたらお願いいたします。 



- 15 - 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 説明どおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、理科につきましては学校図書

に決定いたしました。 

 引き続き、生活科の説明をお願いいたします。 

○福原指導主幹 では、生活科について説明いたしますので、資料をごらんください。 

 東京書籍、教育出版、大日本図書、それから啓林館、学校図書、日本文教出版、光村図書の

中で、前回採択されたのは東京書籍の教科書です。 

 その理由として、総合所見の３つめの段落にあるように、気づきの質が高まるよう、活動後

の振り返りや伝え合いの場面において、多様な言語活動が取り入れられるなど、活動や体験し

たことについて考えたり表現したりする能力が育つよう、よく配慮されている点。興味関心に

応じて教材や活動を選択できるよう、教材例や活動のヒントになる学び方が豊富に示されるな

ど、児童が意欲的に学習に取り組めるような配慮がなされている点等が挙げられます。 

 また、４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意見をいた

だいております。 

 以上のことから、引き続き東京書籍の教科書を第１候補として推薦します。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見がございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 説明どおり承認することに異議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、小学校の生活科は、東京書籍

に決定いたしました。 

 続きまして、音楽科の説明をお願いいたします。 

○福原指導主幹 音楽科について説明いたしますので、資料をごらんください。 

 音楽科は、教育出版、教育芸術社の２社で、前回採択されたのは教育出版の教科書です。 

 総合所見をごらんください。その理由としては、児童の豊かな情操を養い、共同する喜びに

視点を当てながら、多彩な音楽表現につながるような配慮がなされている点、イメージを大切

にした学習や工夫が多く、生涯にわたって音楽を愛好する児童を育てる点、育てるのに適切と

考える点等が挙げられます。 

 また、４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意見をいた

だいております。 



- 16 - 

 以上のことから、教育出版の教科書を引き続き第１候補として推薦いたします。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見がございましたらお願いします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、説明どおり承認することに御異議ございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、小学校の音楽科につきまして

は、教育出版に決定いたしました。 

 続きまして、図画工作科についての説明をよろしくお願いします。 

○福原指導主幹 では、図画工作科について説明いたしますので、資料をごらんください。 

 図画工作科は、日本文教出版、開隆堂出版の２社で、前回採択されたのは、日本文教出版の

教科書です。その理由として、低学年では幼稚園と、高学年では中学校とのつながりを意識し

た題材が取り上げられるなど、系統的・発展的に構成されている点、発想のヒントとなる言葉

が吹き出しに示されるとともに、落ちついた色調や統一されたページ構成をもとに、丁寧な説

明がなされるなど、内容は児童が意欲的に学習に取り組めるよう配慮されている点等が挙げら

れます。 

 同様に、４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意見をい

ただいております。 

 以上のことから、引き続き日本文教出版の教科書を第１候補として推薦します。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見ございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 では、説明どおり承認することに異議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、小学校図画工作科は、日本文

教に決定いたしました。 

 続きまして、家庭科の説明をお願いいたします。 

○福原指導主幹 はい。家庭科について説明いたします。資料をごらんください。 

 家庭科は、開隆堂出版、東京書籍の２社で、前回採択されたのは開隆堂出版の教科書です。 

 理由としましては、生活に即した写真や実践例が多用されており、それを参考に主体的に問

題解決的な学習を進めたり、生活を見つめ生活をよりよくするために工夫したりできるよう工

夫されている点。また、身近な題材や資料、実習例を取り上げており、児童が意欲的に学習で
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きるよう配慮されている点等が挙げられます。 

 また、４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいという意見をいた

だいております。 

 以上のことから、引き続き開隆堂出版の教科書を第１候補として推薦します。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見がございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 それでは、説明どおり承認することに異議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、小学校家庭科につきましては

開隆堂に決定いたしました。 

 最後になりますが、体育・保健の説明をお願いします。 

○福原指導主幹 学研教育みらい、光文書院、それから東京書籍、大日本図書、文教社の５社

で、前回採択されたのは、学研教育みらいの教科書です。 

 その理由として、学習問題が分かりやすく提示されるとともに、学習の進め方や理解に役立

つ資料が適切に示されており、内容が系統的・発展的に構成されている点、発展的な学習を促

すコーナーでは、主体的な追求活動につながる多くの事例や資料が掲載されるなど、児童が意

欲的に学習に取り組めるよう配慮されている点等が挙げられます。 

 また、４年間の実績で、市内全ての小学校の校長先生より継続が望ましいと意見をいただい

ております。 

 以上のことから、引き続き学研教育みらいの教科書を第１候補として推薦します。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見がございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 説明どおり承認することに異議はございませんでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。それでは、小学校体育・保健科の教科書

につきましては、学研に決定いたしました。 

 以上をもちまして採択教科書の審議を終わります。審議の結果につきましては事務局に確認

を求めます。 

○福原指導主幹 では、採択教科書について確認いたします。 

 小学校使用国語教科書は教育出版。書写、教育出版。社会科、東京書籍。地図、帝国書院。
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算数科、啓林館。理科、学校図書。生活科、東京書籍。音楽科、教育出版。図画工作科、日本

文教出版。家庭科、開隆堂出版。体育・保健、学研教育みらい。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 伊予市教育委員会では、今確認したとおり平成31年度の小学校における各教科の教科書を採

択することに決定いたしました。 

 暫時休憩といたします。 

            14時38分 休憩 

            14時48分 再開 

○渡邉博隆教育長 再開いたします。 

 それでは、協議事項(2)の報告事項に参ります。 

 学校教育課の９月教育委員会行事予定について、事務局、説明をお願いします。 

○髙石指導主事 ９月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、社会教育課、お願いいたします。 

○北岡課長補佐 ９月の社会教育課の行事について説明を行った。 

 以上でございます。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 行事予定について、何か御質問ございましたらお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○渡邉博隆教育長 はい、また何か気づいたら、後でください。 

 続きまして、事務局報告事項ということで、順次お願いいたします。どなたからでも。 

 はい、靏岡事務局長。 

○靏岡事務局長 はい、それでは、お配りしております１枚物の平成30年９月補正予算総括表

というのをごらんいただきたいと思います。 

 次の９月補正予算に計上する予定のものでございます。 

 歳出につきまして、10款２項１目11節中山小学校の南校舎屋外灯油配管の修繕工事70万

2,000円。 

 10款２項２目20節学用品扶助費、これにつきましては、例年４月になってから新入学用品

の、準要保護世帯に対する新入学用品の支給を行っておりましたが、これを入学前に行うとい

うことになりましたので、この部分については、小学校の新入学児童の新入学用品費入学前支

給ということで計上させていただいております。134万円でございます。 

 次、10款３項１目11節伊予中学校体育館放送設備修繕工事208万5,000円。これにつきまして
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は、伊予中学校の体育館の放送設備が、老朽化によりまして使用が非常に難しくなっておりま

して、全面的に新しくしようとするものでございます。 

 続きまして、３項２目20節学用品扶助費。これにつきましては、先ほどの小学校に続きまし

て、中学校につきましても準要保護世帯について、新入学用品費を入学前に支給するために計

上するものでございます。213万3,000円でございます。 

 次の10款４項１目12節、これにつきましては、からたち幼稚園敷地鑑定評価手数料、借地料

についてでございますが、50万8,000円。からたち幼稚園につきまして、今後、こども園化す

るということにつきまして、借地料を算定するための鑑定になります。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございました。 

 ９月補正に向けて、こういう形で出させていただくというものでございます。 

 続きまして。 

 今の内容について、何か御質問ございましたら。 

○水口良江委員 ちょっとだけ、済いません。 

○渡邉博隆教育長 はい、どうぞ。 

○水口良江委員 この内容ということでないんですが、由並小学校に学校訪問したときに、校

長先生から、本当は子機を持って行っていたのですが、その子機が傷んでしまいました。事務

員さんがいなくなり、留守番する人が誰もいない中で行う授業や行事があるんです、というよ

うなお話がありました。災害の予算が４億近く要るとか、いろいろ私もお金がいるのはわかる

んだけれど、あれはどうなんですかね、修繕になるんか、あれは、子機が傷んだというのは、

どうなるんかな。子機が傷んだら、本体から取りかえないかんのかな。 

○靏岡事務局長 よろしいですか。 

○渡邉博隆教育長 どうぞ。 

○靏岡事務局長 壊れたのを修理するということであれば、修繕ということになります。この

場合は予算が現在は計上されてない予算になっております。もし可能であれば、来年度予算の

計上の折に、当初の予算で組み入れたほうがいいのではないかと思われます。 

○水口良江委員 入札減少金は、基本的にお金がないから、全部不用額として残せても、とい

う方向ですかね。 

○渡邉博隆教育長 はい、どうぞ。 

○靏岡事務局長 はい。不用額が発生した場合というのは、基本的にそれを当てにして使うと

いうのは、本来は認めてはおりません。ただ、緊急の場合、あるいはそれを先行してやること

によって、予算がより効率的に活用できるということであれば、それも一つの選択肢としては

あり得ますが、そういう場合には財政との協議とかが必要になると思います。 

○水口良江委員 現場の大変な状況を校長先生が一生懸命説明していただいたのでね、そう大
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きな金額ではないですから。本当に、教員室が空になったときに電話かかってきても対応がで

きない。ただ、子機があれば、一緒にそこの現場へ持っていって、できると、事務員さんが１

人減ったことによる対応ということであれば、何とか対応していただけると、私はありがたい

なと思うんですが。来年と言わずに、何か考えていただけるとありがたいなと思います。 

○渡邉博隆教育長 はい、どうぞ。 

○靏岡事務局長 はい。現行予算の今後の見通しもあわせて考える必要がありますので、持ち

帰らせてもらいたいと思います。 

○渡邉博隆教育長 はい、鷹尾委員。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○鷹尾秀隆委員 この学用品扶助費は、どういう内容、対象人数、何を何人に。例えば、製品

がわかれば。 

○渡邉博隆教育長 はい、靏岡事務局長。 

○靏岡事務局長 はい。人数は、小学校が33人、中学校は45人を見込んでおります。金額は、

小学校が４万600円、中学校が４万2,400円ということになりますので、その範囲内で入学準備

のための経費ということになると思います。 

○渡邉博隆教育長 これは、品物支給ではないわけですね。現金支給で、その家庭で入学に関

しての準備、支度をするにあたり必要なものを購入するということですか。 

○靏岡事務局長 現実には、例えばランドセルを買いますと、この金額は対象となります。 

○渡邉博隆教育長 はい、ほかはないでしょうか。 

 はい、山岡課長どうぞ。 

○山岡課長 済いません、社会教育課なんですけれども。資料は出してないんですけど。予算

の関係でいきますと、今現在建設中の伊予市文化交流センターのところに備品等を入れるの

と、あと図書関係の引っ越し、システムの関係で債務負担行為を今回上程することになってお

りますので、簡単に状況だけ説明させていただきます。 

 まず、建設費の中に備品購入のほうも入っておりまして、今回、備品購入、約8,500万ほど

計上させていただいております。これは、支払いのほうは31年度で支払うことにはなるんです

けれども、今から準備をさせていただかなければ間に合わないということもございまして、今

回９月の議会で債務負担行為を上程しているところでございます。この中に高額備品等、ピア

ノ等も含まれているということになります。 

 それともう一つは、図書館のシステムの導入費なんですけれど、これが約2,700万ございま

す。あと、図書館の図書の引っ越し関係なんですけれども、こちらが大体770万ぐらいを上げ

ておりまして、実際、９月議会承認いただければ、契約等に、準備に向けて、準備していきま

して、支払いは31年お支払いということで後ほど予算計上をさせていただく予定です。 

 以上、説明させていただきました。 
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○渡邉博隆教育長 はい、ありがとうございます。 

 図書館、文化ホールへの備品等購入費についてです。 

 そのほか、ございませんか。 

 それでは、髙石指導主事。 

○髙石指導主事 運動会の予定について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 ありがとうございました。 

 それでは続きまして、合同訪問について、福原指導主幹。 

○福原指導主幹 港南中学校合同訪問について説明を行った。 

○渡邉博隆教育長 それでは、事務局報告については終わりといたします。 

 その他ございますか。 

 では、その他もないようですので、それでは８月定例教育委員会、閉会いたします。 

○靏岡事務局長 閉会。 

            3時10分 閉会 

 


