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第１８５６回埼玉県教育委員会定例会  

 

１  日  時   平成３１年４月２５日（木）       午前１０時開会  

                          午前１０時４９分終了  

 

２  場  所   埼玉県教育局教育委員会室  

３  出席者   小松教育長、上條教育長職務代理者、 委員、伊倉委員、遠藤委員、

石川委員、小島副教育長、佐藤教育総務部長、渡邉県立学校部長、関

口市町村支援部長、古垣教育総務部副部長、日吉県立学校部副部長、

芋川県立学校部副部長、石井市町村支援部副部長、依田市町村支援部

副部長、島村財務課長、石川高校教育指導課長、八田義務教育指導課

長  

岡部書記長、平野書記、中村書記、古澤書記、茅野書記、天宮書記 

４  会議の主宰者   小松教育長  

５  会  議  

 (1) 前回議事録の承認  

    о  全出席委員異議なく本件記載どおり承認  

  о  小松教育長が、上條委員を議事録の署名者に指名した。  

 

 (2) 報告事項   

  ア  県議会平成３１年２月定例会概要について                               

島村財務課長  （提出理由、会期、本会議の質問、文教委員会における付託議案、

文教委員会における所管事務調査、人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会

における審査事項、人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会の意見・提言、

予算特別委員会における付託議案及び附帯決議について報告）  

 

  イ  平成３１年度埼玉県公立高等学校入学者選抜実施状況について  

石川高校教育指導課長  （提出理由、全日制の課程、定時制の課程及び学力検査
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の結果（全日制の課程）について報告）  

上條教育長職務代理者  １ページ目の３に学力検査の結果として受検者の平均点

が記載されていますが、県立高校の学力検査問題の内容は、基礎的な学力を問

うものが中心になっていることと思います。中学校のカリキュラムに含まれて

いるものが中心で、難関私立高校で出題されるような問題ではないのだと思い

ます。平均点は大体何点くらいを目安にして作られた問題だったのでしょうか。

また、今回はそれに比して、結果にどのような問題点があったのでしょうか。

それは問題の在り方に起因するものなのか、それとも中学校の授業の内容に起

因するものと考えているのか。また、その問題点について今後どのように取り

組んでいこうと考えているのかについて説明してください。  

石川高校教育指導課長  学力検査の平均点につきましては、昨年度も数学が低い

との御指摘を頂いたところです。今回、対話形式の出題や生活に基づいた事例

を取り上げるなど、しっかり問題を読んで条件を整理することで解答できるよ

うな問題も出題させていただきました。ただ、残念ながら問題を十分に読み取

ることができずに正答に達していない解答が多かったようです。このような知

識を活用する力を見る問題は、全国学力・学習状況調査でも出題されておりま

すので、今後も問題をしっかりと分析しながら、基本的な問題も適切に出題し、

平均点が適正なものとなるようにしていきたいと考えております。想定してい

る平均点は５０点程度と考えておりますが、それを考えると数学等の平均点に

ついては、かけ離れたものとなってしまいました。  

上條教育長職務代理者  この入試の学力検査問題だけが、中学校卒業者の学力を

測る物差しではないとは思います。先ほど話に出ていた全国学力・学習状況調

査など、いろいろありますので、やはり問題点として読解力や応用問題に対す

る考え方が弱いという点は、埼玉県の中学生の一般的な問題点なのではないか

という気がします。したがって、中学校の授業にそういったものが反映できる

ように、是非、市町村教育委員会と連携することも考えてほしいと思います。

問題が難しすぎたとか、問題の在り方は適切であったということであれば、そ

うしたことにつなげていくことで、より一層意味のあるものになっていくので
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はないかと思います。  

石川高校教育指導課長  関係課としっかり連携しながら、きちんと分析を行い、

今後のより良い出題につなげていきたいと思います。  

遠藤委員  課長からの説明にもありましたが、入試の適正な平均値は６０点前後

と言われています。そう考えると数学はやはり低いと思います。その理由とし

て、生活に密着したような応用問題を作ったという説明がありました。ここ数

年意識されているアクティブ・ラーニングに関連するような問題に変更してき

ているのか、あるいは高大連携による入試改革に向かって、少しでもそちらの

方に寄せるという意図で作問者が変更してきたのか、その辺りのことはどう考

えているのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  正式な分析はこれからしっかりさせていただこうと考え

ております。やはり、新しい教育としてアクティブ・ラーニングや高大接続の

問題もありますし、全国学力・学習状況調査でも新しい傾向の問題を入れてき

ておりますので、そういった部分も含めて検討しているところです。再度にな

りますが、分析についてはしっかりと行っていきたいと考えております。  

遠藤委員  分析は当然することと思いますが、問題を作成する作問者に対してこ

ういう傾向で作ってほしいということは伝えられると思います。こちらの要望

を伝えて作った問題であったにもかかわらず、これだけ低い結果となってし

まったわけです。前年と比較して、それほど変わったものがあったのかについ

ても分析して教えてほしいと思います。  

小松教育長  数学は毎年低い状況です。  

 入学者選抜の実施ですので、選び抜くということで希望する人が全員

合格することはないのが現状だと思います。定時制の競争率を見てみますと、

普通科、工業科、商業科は１．００倍で、総合学科のみ１．０１倍となってい

ますので、定時制の総合学科を希望して残念ながら落ちてしまった生徒がいる

のだと思います。その生徒の進路先はどこかの県立高校でうまく決まったので

しょうか。公立高校の役割として、学びたいという意欲がある子をどこかに行

かせてあげる必要があると思いますが、その辺りの情報を把握していれば説明
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してください。  

石川高校教育指導課長  欠員補充で合格している生徒もおりますし、残念ながら

欠員補充でも更に不合格となってしまった生徒もおります。ほとんどの生徒は、

その後、更に募集をしている学校で合格している状況です。一部の生徒は私立

の高校や通信制の高校に進学していますが、ほとんどの生徒が合格しておりま

す。  

 先ほど市町村教育委員会との連携の話も出ておりましたが、是非中学

校とも情報を共有しながら、路頭に迷う生徒が出ないようにしてほしいと思い

ます。  

小松教育長  一人も漏らさず入学させることは大切なことです。毎年のことでは

ありますが、結果をきちんと分析して、義務教育とうまくつなげていくことが

できればと思います。  

 

  ウ  平成３１年度埼玉県教科用図書選定審議会の答申（第１次）について  

八田義務教育指導課長  （提出理由及び答申事項について報告）  

 ２ページの１（３）に「静ひつな環境の確保」と「会議の公開・議事

録の公表」とあります。これについては昨年も確認しましたが、「両立できる

ことであり」という表現がありますので、両立出来ていないところがあるもの

と思います。昨年から、答申の内容についてそれぞれの市町村教育委員会へ依

頼する中で、どれくらいの数が改善されたのでしょうか。  

八田義務教育指導課長  今年１月に市町村教育委員会の会議の公開状況について

調査した時点では、非公開としているところは３、一部非公開としているとこ

ろは１７ございました。一部非公開としている理由につきましては、調査員の

選定など、人の選定に関わる話等については非公開にしているとのことです。  

昨年度中に、非公開としている市町村に対して県から説明をさせていただきま

したところ、今年度は非公開はゼロになる見込みでございます。  

 分かりました。  

上條教育長職務代理者  今回の審議会の答申の話とは少し外れるかもしれません
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が、先ほどの報告事項で入学者選抜実施状況についての報告がありました。  

その結果というのは、作問の段階の予想よりも平均点が下回っているというも

のでした。入学者選抜の平均点はあくまで結果であり、何を試しているかとい

うと中学校３年間の学習指導の成果がどの程度であったかを試しているのだと

思います。そうすると、プロセスは全て中学校にあるわけで、そのプロセスの

中にある教科書は重要な位置付けになっているはずです。例えば、どの教科書

を使用している地域や中学校の生徒たちの平均点が高いのかについては、県の

学力・学習状況調査や全国学力・学習状況調査でも分かると思いますが、そう

いう定量的な分析のようなものは何らかの形で行われているのでしょうか。教

科書ごとに生徒たちの学習成果がどう変わるかという点については、いくつか

のテストの種類によって定量的に見えるのではないかと思います。地域や学校

によって明らかな差異が生じるのかなど、そういった分析は行われているので

しょうか。また、作問が適切であったということを前提とした場合、入試の成

果にどのように直接結び付いていくのかについては、教科書ごとに分析できな

いのでしょうか。中学校に対する指導と入試の成果との間でうまく連携をして

分析できないかと考えますが、この点についてどう考えているか説明してくだ

さい。  

八田義務教育指導課長  中学校の指導と高校入試の間の分析ができないかとの御

指摘ですが、現段階でどこまでやっているかという問題はありますが、取り組

んでいかなければならないことだと考えております。ただ、教科書に限った場

合、教科書を使っていることがどの程度生徒たちの学力の伸びに寄与している

かについての分析になるのだと思います。例えば、生徒や学校の社会経済的背

景やその地域の所得状況など、教科書以外にも学力に影響を与える要因は多数

あると考えられます。これを統計的な分析として、どこまでしっかりとコント

ロールできるのかという現実的な難しさはございます。  

上條教育長職務代理者  恐らく個別の生徒一人一人ということになると、そうい

うことが言えると思います。一方で、学校や地域という塊の中で見た場合は、

一定の相関が見られるか、見られないかについては分析できるのではないかと
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考えます。もちろん教科書が全てではないので、県の学力・学習状況調査など

でも当然のことながら先生一人一人のパフォーマンスが生徒の学力の伸びや成

果にどう結び付くかまで分析することによって、指導法や教員の資質まで踏み

込んで見ることができるはずだと個人的には考えております。教科書そのもの

もかなり大きな媒体として学習成果に結び付くのではないかと考えてみると、

学校ごと、地域ごとの相関を確認しておくことは意味があるのではないかと思

います。どの教科書が良いとか悪いとか決め付けることは良くありませんが、

教科書の質的部分を見極める上では、意味があるのではないかと感じています。

もしかしたら教科書はどの教科書でも一律的で、それほど大きな変化はなく、

教科書そのものは学習成果に結び付かないということが分かるのであれば、そ

れはそれでよいのだと思います。学校ごと、地域ごとの学習成果に教科書がど

のように影響しているのか、何らかの影響があるのかについては、無視するこ

とはできないのではないかと感じます。教科書を選定していくに当たっては、

どこかで一度考えてみてほしいと思います。  

小松教育長  義務教育段階の教科書については、国の検定をクリアしたものの中

から選定することになり、学校が教科書を選ぶ際には、各学校の地域の状況等

を見て採択しております。もし教科書の選定が学力に影響を与えているとした

ら、教科書そのものの問題ではなく、選んだ教科書が正しかったのかという問

題にもなってくると思いますので、なかなか難しい問題だと思います。高校の

場合であれば、もっとバラエティに富んでいますが、義務教育段階での教科書

の場合は、学力への影響について見ることはなかなか難しいように感じます。  

遠藤委員  確かに義務教育の教科書は、学習指導要領に従って作られており、そ

れに外れたものが選定されていることはありません。教える内容については、

ストーリーが変わっても目的に達するところは同じにならなければなりません。

ところが、我々が教科書を選ぶ際に感じることですが、掲載されている写真が

これだけ違うとどれだけの影響があるのだろうということまでは余り考えられ

ません。そういった細かいところが実は生徒たちの学習成果に影響することも

あるのかもしれませんし、その可能性は否定できません。ただ、教育長から話
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があったように、きちんとした採択基準と学習指導要領がありますので、それ

を逸脱することはできません。先生方がどれだけ学習指導要領を読み込んで、

どれだけそれに従って指導ができているのかという問題はあるかもしれません。  

小松教育長  それはあると思います。県の学力・学習状況調査でもいろいろと分

析していますが、結局教員の指導の仕方や教員がクラスの雰囲気をどう作って

いるかによって、子供たちの非認知能力にどう影響するかが重要になります。

そこで、教員が教科書をどのように使用しているかという総合的な分析になる

のかもしれません。県の学力・学習状況調査の分析をする際に、教科書による

影響という点も考慮することはできるのでしょうか。  

八田義務教育指導課長  例えば、使用している教科書の種別ごとに区切り、層化

して、学力の伸びとの相関関係を見てみることは、計算上は可能だと思います。

ただ、生徒の学力の伸びは教科書だけではなく、それを使用して指導している

教員の指導方法と一体になってもたらされるものと思います。その他にも塾に

通っているなど、様々な要因も考えられますが、そういう意味では教科書単体

が学力向上にどれだけ寄与したのかという寄与度を見極めることがどこまでで

きるのかについては、統計上のハードルが高いように思います。  

上條教育長職務代理者  私も教科書が学習成果を決める大きなファクターになっ

ていると言っているのではなく、ファクターの一つになり得るのではないかと

思っています。要するに、数ある教科書の中から選んでいるわけですので、選

ぶ事由の中に教育上の効果があります。教育上の効果を考えて選んでください

と言っているわけですので、効果が結果としてどういう風に出てきているのか

について検証されなくてもよいのかということです。恐らく教育長から話の

あった教員の資質や学級運営が一番大きなファクターになるのだと思います。

自分で小学生、中学生時代のことを振り返って考えてみても、やはり尊敬でき

る先生に指針を与えられて進んでいくことが圧倒的に多かったと思います。そ

の 時 に どんな教科書を使っていたかということは全く覚えていません。し た

がって、大きなファクターとは言えないのですが、一部のファクターになって

いるのではないかという点については興味深いと感じております。地域の実情
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に合った教科書を選定してくださいと言われていますので、それが合っていた

のか、合っていなかったのか、教育上の効果があったのか、なかったのかにつ

いて、定量的な分析の結果として何か出てきていないのか。出てこないという

ことであればどの教科書を選んでもよいではないかという話になってしまうの

で、何らかの形でそれが成果に結び付いているのであれば、一つの分析のファ

クターとして入ってきてもおかしくないのではないかと思います。この教科書

が良い、悪いということではありません。この地域で、こういう子供たちに対

しては、この教科書が合っていたということを把握することは必要なことでは

ないかということです。どの教科書を使用してもそれほど差が出ないのであれ

ば、それはそれでその確認ができればよいと思います。  

伊倉委員  市町村が教科書を選ぶことになると思いますが、毎年発行者を変更す

るのか、あるいは同じ発行者のものを選ぶのか、傾向のようなものはあるので

しょうか。  

八田義務教育指導課長  ４年間は同じ教科書を使用することになります。４年後

には改めて採択を行うことになります。  

伊倉委員  どうしても大人は前例を見て、それで問題が無ければ同じものを選ぶ

傾向にあるような気がします。次の採択の際にはゼロから見直すという作業が

きちんとされているのでしょうか。  

小松教育長  一般的には、その発行者の教科書の作りや教員用の指導資料を使用

することに慣れていて、同じ発行者のものを選ぶ傾向はあると思います。私も

市町村で教育長を務めていましたが、実際にその傾向はありました。ただ、や

はりそれではいけないということで、現場の先生方の声を参考に聞いてその都

度きちんと検証するという姿勢は持っていましたし、今もそう思っています。

ただ、一般的には同じ発行者のものを選ぶ傾向はあると思います。もちろん変

更することもありますので、何らかの事情や調査研究をした際にこちらの教科

書の方が良いのではないかという意見の下、常により良いものを選ぶという気

持ちは持っております。  

石川委員  先ほどから上條委員からお話が出ておりますが、２ページの１（２）
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に「これまで使用した上での成果等を踏まえつつ」とあり、成果の測り方につ

いて定量的な測り方があるのか、それとも現場の先生方の印象に基づく判断な

ど、定性的な測り方になるのでしょうか。成果として捉える要素としては具体

的にどのようなものがあるのでしょうか。  

八田義務教育指導課長  定量的ではないのですが、現場の先生方から市町村教育

委員会に対して、使用してみての感想や課題の有無について報告され、コミュ

ニケーションを通じて共有されております。そうしたものが成果であると考え

ております。  

石川委員  定量的なものではなく、定性的なもので判断しているということで

しょうか。  

八田義務教育指導課長  はい。  

小松教育長  留意する点の（２）については毎年言われていることではなかった

と思いますので、その点について説明してください。  

八田義務教育指導課長  （２）につきましては、中学校の新学習指導要領に基づ

く採択が来年度予定されており、今回は現行の学習指導要領に基づいた中学校

の教科書を１年間だけ使用する形になります。そこでゼロから決めることにな

ると作業的に大きな手間が掛かってしまいますし、文科省の通知の中でも「使

用実績を踏まえつつ」と示されていることもあり、このような記載になってお

ります。  

小松教育長  毎回記載されているわけではないということですね。教科書の学力

向上に対する影響については、何か考えられることがあれば研究していきたい

と思います。  

 

 (3) 次回委員会の開催予定について  

   ５月１４日（火）午前１０時  

 

 


