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第１８６３回埼玉県教育委員会定例会  

 

１  日  時   令和元年８月８日（木）         午前１０時開会  

                          午後０時３３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、後 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、金

子県立学校部参事兼市町村支援部参事、青木県立学校人事課長、向後

小中学校人事課主任管理主事、八田義務教育指導課長、竹井特別支援

教育課長、石川高校教育指導課長、島村財務課長、加藤教育政策課長  

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、遠藤委員を議事録の署名者に指名した。  

 

 (2) 議事   

第１８号議案  令和２年度当初教職員人事異動方針について        上程  

青木県立学校人事課長  （提案理由及び人事異動の基本的な方針について説明）  

上條教育長職務代理者  民間企業でも同じことが言えるのですが、女性教職員の

管理職への登用については、対象となる女性教職員の意識付けが大切です。本

人たちが管理職にはなりたくない、登用されたくないと思っている部分もない

とは言えないのだと思います。そうした状況は意識として恐らくまだあると思

います。若い時分から、研修等で責任あるポストにチャレンジしていく気運を
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きちんと適時植え付けていくことで、準備をしていってほしいと思います。私

たちが学校現場の先生方と接する限りでは、小学校や中学校は増えてきている

ようですが、高校の管理職は女性が少ない印象です。高校の女性教職員の管理

職登用も、より積極的に考えてほしいと思います。  

青木県立学校人事課長  女性管理職の育成につきましては、積極的に進めている

ところです。かなり早い段階から活躍することを念頭に置いて、特に研修につ

きましては力を入れているところです。昨年度実施した研修として、中堅教諭

等の資質向上研修というものがございます。そこでは講師の方に「女性の社会

進出」をテーマに講義していただき、意識の啓発に努めるなど、なるべく早い

段階から意識が高まるような取組をしております。もう１点の、高校の女性教

員の割合については、高校教員全体の３０パーセント程度であり、小・中学校

と比べると少ない割合となっておりますが、この点に対する対応についても考

慮していきたいと考えております。  

小松教育長  女性管理職の割合はどうでしょうか。  

青木県立学校人事課長  高校の管理職全体に占める女性管理職の割合は、校長が

８．２パーセント、教頭が９．６パーセントとなっております。校長につきま

しては、昨年度より若干ポイントが上がっておりますが、教頭の方はほぼ横ば

いの状況です。管理職選考の受験者についても、徐々に増えてきており、また、

登載を待っている者もおりますので、今後も若干の上昇傾向は見込まれるとこ

ろです。  

 基本方針の「（７）障害のある教職員」に関する記載については、新

しく追加されたとの説明が先ほどありましたが、異動方針全体を通して２ペー

ジ、３ページを見てみますと、その記載はこの部分のワンフレーズのみです。

若手教職員や女性教職員については、その他の部分にも記載があるのですが、

障害のある教職員については、具体的な対応に関する記載がありません。これ

は今年から新しく設けたということですので、いろいろなことを模索しながら

進めていくことになる部分もあるのだと思いますが、より具体的な対応を描け

るような異動方針にしていってほしいと思います。大事な点だと思いますし、
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障害のある教職員について、どのような形で進めていくのか、特に注力しなが

ら進めていってほしいと思います。  

遠藤委員  これはあくまで基本方針だと思いますが、この基本方針に基づいて、

もう少し具体的な基準のようなものを作っているのでしょうか。  

青木県立学校人事課長  この基本方針を基に要綱などを作成し、実際に配置をし

ております。  

石川委員  基本方針の３番目の中身について確認したいのですが、「各学校の教

職員組織の充実と均衡化」とありますが、具体的にはどういうことを指してい

るのでしょうか。  

青木県立学校人事課長  教職員組織は若手教員の数が増加していることもあり、

年齢バランスが乱れないように、人事異動を通してバランスを整えるものです。  

日吉県立学校部副部長  教職員組織の充実と均衡化についてですが、例えば高等

学校の場合は、年齢、教科、部活動など、また、校務分掌として生徒指導や進

路指導など、様々な仕事がございます。校長からそういったものについて丁寧

にヒアリングを受け、どういった形で学校組織を充実させていくか確認した上

で仕事を進めております。  

上條教育長職務代理者  年齢構成を全体的に見ると、高齢層と若手が突出して真

ん中が少ないＭ字カーブの状態になっている問題があるのではないかと思いま

す。それをうまく考慮しながらバランスを取っているという意味があると解釈

したのですが、そのような理解でよいのでしょうか。全体のアンバランスの中

で、個々に見た場合に、いかにバランスを取るかについて配慮しながら、異動

や配置を決定しているということでしょうか。  

青木県立学校人事課長  上條委員からお話があったとおり、正にＭ字カーブで不

均衡がございますので、それを何とか是正し、年齢構成のバランスを取ること

が大切なことと考えております。  

 ５番目にさいたま市との人事交流とありますが、こちらについてはど

の程度人事交流があるのでしょうか。また、協議の上行うとありますが、どの

ような協議を行うのでしょうか。現在も交流しているのだと思いますが、今後
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増やしていく方針か、それとも適正な数で維持する方針か、その辺りのことに

ついて説明してください。  

向後小中学校人事課主任管理主事  さいたま市との交流につきましては、権限委

譲を行ったことによって、給与面での課題がございます。そういった意味で、

今後どのように交流していくかについて、今年度は既に３回ほど協議をしてお

ります。ただ、来年度すぐに交流するという話にまでは至っておりませんので、

引き続き協議をしていくことになります。  

小松教育長  人事交流の規模についてはどうでしょうか。  

向後小中学校人事課主任管理主事  現在、交流自体全くできておりませんので、

これを少しでも進めていきたいと考えております。さいたま市としてもそのよ

うな意向がございますので、それを受けて埼玉県として何ができるかについて、

協議をしているところです。  

小松教育長  権限移譲されて３年目でしょうか。権限移譲される前は、人事交流

があったけれども、現在はしていないということですね。  

向後小中学校人事課主任管理主事  はい。  

小松教育長  高等学校の状況についてはどうでしょうか。  

渡邉県立学校部長  今、正確な数字は持っていないのですが、例年１０件前後で

す。市立高校を退職して、県に採用されるという形になりますし、県から市へ

行く場合も、市での採用となるため、本人が退職願を書かなければなりません。

普通の人事異動とは異なりますので、件数としては多くありません。  

上條教育長職務代理者  例えば、籍はこちらに置いたまま出向という形で異動を

組むことはできないのでしょうか。給与体系の違いは存在すると思いますが、

出向という形をとることで、給与体系や身分を維持したまま別の職場で働く形

を取れば、可能のような気もしますが、そうしたことも協議の中身に入ってく

るのでしょうか。  

向後小中学校人事課主任管理主事  派遣型ということだと思いますが、そうした

ことも含めて、協議しております。  

 出向という形で何人か派遣されているのかと思ったので質問したので
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すが、実績がないということであれば、今後そうしたことも検討していく必要

はあると思います。  

о   全出席委員異議なく本案原案どおり可決  

 

 (3) 協議事項   

  ア  令和２年度埼玉県立伊奈学園中学校において使用する教科用図書の採択につい

て  

八田義務教育指導課長  （提案理由、令和２年度使用教科用図書及び発行者一覧、

埼玉県教科用図書選定審議会答申、教科用図書調査研究結果等について説明）  

小松教育長  この協議につきましては、県立伊奈学園中学校の教科用図書採択に

関する協議でありますので、教科用図書の発行者との関わりがあれば、発言を

お願いします。  

  （発言なし）  

小松教育長  特にないようですので、このまま先に進めます。この件について、

協議いたします。協議の進め方ですが、まず、事務局の説明に対する質疑を

行った後、各委員から、学校訪問や教科用図書の調査・研究を踏まえた御意

見・御感想を伺いたいと思います。その後、採択案をまとめるに当たっての総

括的な質疑や意見交換を行う、そのような流れで進めてまいります。それでは、

まず、事務局の説明に対する質疑を行います。御質問はありますか。  

上條教育長職務代理者  今回の教科書採択については、新学習指導要領が全面実

施されるに当たって、新しい教科書の検定が現在行われており、再来年度以降

は新しい教科書に変わっていく過渡的な状況にあると思います。確認ですが、

今回採択される教科書については、来年度１年間の使用になるという理解でよ

いのでしょうか。  

八田義務教育指導課長  そのとおりです。現行の学習指導要領に基づく、生徒が

１年間使用するための教科書の採択になります。  

石川委員  現場の先生方の教科書に対する見方について確認したいのですが、例

えば、調査研究はしたが選定されなかった教科書もあると思います。選定され
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なかったものの中にも部分的にはとても良い記載がある場合もあると思います

が、選定された教科書以外の教科書の書きぶりを部分的に引用することは、実

際にはあるのでしょうか。  

八田義務教育指導課長  実際に教科書は採択されたものを使用することになって

おりますので、違うものを使用することはございません。そうした良い書きぶ

りなどが、先生の頭の中に少し残っていてという状況がどこまであるのかは分

かりませんが、採択されていない教科書の内容そのものを使用して授業をする

ことはございません。  

石川委員  実際に先生方が同じ教科の他の発行者の教科書を見て、頭の片隅に

「あの表現は良いな。」と残っていたりする場合、実際の授業で活用すること

自体は悪いことではないということでしょうか。  

八田義務教育指導課長  繰り返しになってしまいますが、教科書自体は採択され

たものを使用しなければなりません。見たものに刺激を受けて、それをどう活

用するかについてはまた別の問題になるのではないかと思います。  

上條教育長職務代理者  恐らく石川委員がおっしゃっているのは、例えば、全体

像を見ればこちらの教科書が良くて、表や図、歴史年表など、部分的にはあち

らの教科書の方が分かりやすいという状況はあるだろうということだと思いま

す。それをプリントアウトして活用するようなケースはあるのではないかと思

うのですが、そうした行為はとがめられるようなことになるのでしょうか。参

考書などは適宜授業の充実を図る上で、教科書以外の資料として配布されるこ

とは十分にあり得ると思うのですが、どうでしょうか。  

八田義務教育指導課長  例えば第三者が作成したものを勝手にコピーして、資料

として活用することは懸念があります。どこまではよくてどこからが問題とな

るかは、今明確にお答えできませんが、そうした懸念はあるのではないかと思

います。  

関口市町村支援部長  一つの事例を挙げさせていただきますと、英語の授業で多

読を目的に他社の教科書を読ませるという取組をしている学校はございました。

ただ、これも先ほど課長が説明で触れていたように、著作権の問題がございま
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すので、他社の教科書を使用するに当たって、当然教科書会社にお断りし、確

認を取った上で、そうした実践をしているものでございます。  

遠藤委員  教科書の場合、著作権は非常に大きな問題です。我々が使用したいと

思うような一般的な問題集であっても著作権は存在しますので、教師がそれを

勝手にコピーして教室内で使用していたら、これは訴えられても仕方ないこと

になります。それくらい配慮が必要なことではあります。  

上條教育長職務代理者  我々が中学生や高校生の時代には、よく先生にプリント

を配られていて、どこから持ってきたのかと感じるものも多かった記憶がある

のですが、著作権に対する認識が今より低かったのだろうと理解しました。  

小松教育長  許諾を取って、出典を明らかにすれば可能なのだとは思います。  

 資料３、資料４については、よくまとめられており、私たちも教科書

を見る上で大変参考になります。伊奈学園中学校は２クラス学級で先生の人数

も余り多くない中で、資料４の評価一覧については、どのように評価されたの

でしょうか。  

八田義務教育指導課長  伊奈学園中学校の評価についてですが、各担当の教員が

評価を行い、管理職の確認を受け、提出されたものになります。  

 校内でも、先生方全体で話合いもされているということでしょうか。  

八田義務教育指導課長  伊奈学園中学校全体ではなく、基本的には教科担当で話

合いを行っております。  

 これを見させていただくと、悪いことは記載されておらず、プラスの

評価が多く記載されていますので、間違いなく良い教科書が使用されていて、

当然授業でも活用されているのだろうと思います。また、それをこの資料を見

て確認もできましたが、そのような考え方でよいでしょうか。  

八田義務教育指導課長  そのような考え方で問題ありません。むしろ今回の調査

研究については優劣をつけないことを前提に作成しておりますので、特徴が記

載されていると御理解いただければと思います。  

小松教育長  事務局の説明に対する質疑は、他にございませんか。  

  （発言なし）  
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小松教育長  他に御意見がなければ、事務局の説明に対する質疑はここまでとし

ます。では、学校訪問や教科書の調査・研究を各自していただいておりますが、

それを踏まえての御意見や御感想をお願いします。  

遠藤委員  非常に良い評価がされておりますが、これだけ使用し続けるというこ

とは、先生方が上手に教科書を使いこなしてきた結果としての評価なのだろう

と思います。実際に授業を拝見させていただいても、先生が示した課題に対し

て、的確にグループで協議が行われ、活発な議論が交わされていました。やは

り先生方自身が教科書をよく理解して、有効に活用しようという姿勢が表れて

いると感じました。私はその点を評価したいと思います。  

上條教育長職務代理者  伊奈学園中学校の場合は、生徒が選考を通過してきてい

ます。毎年授業を見学させていただくのですが、生徒たちの取組姿勢や授業を

受けている姿を見た限りでは、能力的には均質化しており、良い意味で幅の狭

い範囲に分布されていると感じております。授業についても、生徒たちに考え

させるものが多く、相互に意見交換をさせながら進めていくような、いわゆる

アクティブ・ラーニング的な授業が非常に幅広く取り入れられています。そう

した中にあって、先生方がこの教科書が適切だと考え、選んでいるのだろうと、

授業を拝見するたびに感じます。学校の授業計画等も含めて、総合的によくで

きていると思います。  

 私も伊奈学園中学校に毎年訪問する中で、女子生徒が多いので元気に

感じるように見える部分もあるのですが、ディスカッションでもほぼ全員が積

極的に挙手をしていて、誰一人孤立してしまうようなことがないので、感心し

て授業を見させていただいております。加えて、先生方も教科書だけではなく、

プロジェクターを使用して生徒たちに理解してもらえるような工夫をした授業

を進めていますので、訪問するたびに、良い取組をしていると感じています。  

石川委員  私も伊奈学園中学校に訪問させていただきました。特に印象に残った

のが、英語や数学の進度別クラス編成です。やはりこの年頃の生徒たちにとっ

ては、伸びしろが大きい時期だと思います。そういう中にあって、生徒の可能

性を伸ばす取組を適切にしていることは大変素晴らしいと感じました。  
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遠藤委員  私も教科書を使用して仕事をしているので、そうした点から見ると、

先生が教科書をきちんと理解していない授業というのは、非常にしどろもどろ

になってしまい、発展的な学習ができません。それに比べて、アクティブ・

ラーニングを取り入れて、あれだけ発展的な授業がうまくできているというこ

とは、それだけ自分たちに適した教科書として、先生方自身も理解して使用し

ているのだろうと思います。  

小松教育長  その他よろしいでしょうか。  

  （発言なし）  

小松教育長  それでは、採択案をまとめていきたいと思いますが、採択案をまと

めるに当たって、何か御意見はありますか。  

上條教育長職務代理者  我々委員は、学校訪問をして授業を見学させていただい

て、先生方の授業内容についてもきちんと確認してきたところです。それぞれ

の委員から意見があったとおりで、伊奈学園中学校は比較的レベルが高い生徒

たちに合わせて、その特質をきちんと捉えて授業が工夫されており、使用して

いる教科書もそうした授業に効果的なものが今まで選ばれてきていると感じて

おります。したがって、従来の教科書を使用するという採択案にすることに問

題はないのではないかと思いますし、積極的に賛成したいと思います。  

 中学校なので、保護者も教科書を手に取って見ることがあると思いま

す。保護者の考えについては把握しているのでしょうか。  

八田義務教育指導課長  保護者の意見としては良好です。プロセスとしては、保

護者全員というわけではございませんが、学校との関わりが深いＰＴＡの方々

の御意見を学校側から聞いており、その使用感としては良好であるとの御意見

を頂いております。  

小松教育長  その他いかがでしょうか。  

  （発言なし）  

小松教育長  各委員の意見を伺うと、４年前に教育委員会が採択して現在使用し

ているものを活用しての授業の評価も高いようです。ついては、４年前に教育

委員会が採択し、現在使用している教科書を今回も採択案とすることでよろし



-10- 

いでしょうか。  

о   全出席委員同意  

小松教育長  同意いただけましたので、４年前に教育委員会が採択し、現在使用

している教科書を採択案として決定し、次回、事務局から提案し、採択したい

と思います。協議事項アについては、ここまでとします。  

о   協議の結果、次回の教育委員会で採択することになった。  

 

  イ  令和２年度埼玉県立特別支援学校において使用する教科用図書の採択について  

竹井特別支援教育課長  （提案理由、小学校に準ずる教育課程で使用する小学校

用文部科学省検定済教科書、中学校に準ずる教育課程で使用する中学校用文部

科学省検定済教科書、高等学校に準ずる教育課程で使用する高等学校用文部科

学省検定済教科書及びその他の教科用図書について説明）  

小松教育長  この協議については、特別支援学校の教科用図書採択に関する協議

でありますので、教科用図書の発行者との関わりがあれば、発言をお願いしま

す。  

  （発言なし）  

小松教育長  特にないようですので、このまま先に進みます。この件について、

協議いたします。協議の進め方ですが、先ほどと同じように、まず、事務局の

説明に対する質疑を行った後、教科用図書の調査・研究に取り組んでの御意見・

御感想、学校訪問や校長との意見交換を行っての御意見・御感想を伺う、次に、

採択案をまとめるに当たっての御意見を伺う、そのような流れで進めてまいり

ます。それでは、まず、事務局の説明に対する質疑を行います。御質問はあり

ますか。  

上條教育長職務代理者  学校訪問させていただく中でも目にしていますが、先生

方は様々な工夫をし、大変苦労して児童・生徒に向き合っていることを痛切に

感じます。障害種別によって違いはあると思いますが、学校横断的に他学校と

の間で教科用図書や教材に関する意見交換などをするような機会はあるので

しょうか。  
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竹井特別支援教育課長  教科用図書に関する学校間の勉強会や障害種ごとの勉強

会を行っております。それらを踏まえた採択結果となっております。  

石川委員  ものすごく多岐にわたる教科書があり大変だと思うのですが、実際に

障害種別や障害の程度によって使用するものに違いはあると思います。検定済

教科書を使用しているのはどの程度あるかなどの数字はあるのでしょうか。  

竹井特別支援教育課長  検定済教科書を使用するのは、いわゆる「準ずる教育」

の子供たちで、特別支援学校の小学部に在籍する全体の人数が２，６５０名で、

その内、実際に教科書を使用している子供たちは１６８名で、全体の約６．３

パーセントになります。これは障害種別でかなり割合が違っており、聴覚障害

では６５パーセント、肢体不自由では７．９パーセントとなっております。  

遠藤委員  実際に学校現場を見てみると、教員が様々な工夫をしているのが分か

り、その姿を見るたびに感心しております。検定済教科書の他に、副読本があ

ると思いますが、先生方から、そうしたものを途中から使用したいとの要望が

あった場合は、教育委員会へ何らかの届出を行えば使用できるようになるので

しょうか。  

竹井特別支援教育課長  一般図書で扱う部分になりまして、一般図書につきまし

ては、最初に採択されたものの中から選ぶことになります。ただ、子供たちの

実態によって、こういう教材が必要であるとの要望があった場合については、

学校あるいは学級等で工夫し、教材費や学級費等で購入し、対応する場合もご

ざいます。  

 学校ごとに教科書の調査をして、横断的に障害種別に応じて研究を重

ねているとの話がありましたが、こちらの学校はこういう教科書を使っていて、

あちらの学校では別の教科書を使っているというのをお互いに見ることができ

るのはとても良い機会だと思います。そういったことによって、先生方同士の

学び合いにもつながると思います。一方で、目の前に子供たちがいる中で、他

校との横断的な研究は時間が取られてしまいます。そうしたマイナス面も考え

られますが、学校間の横断的なやり取りの中での課題は他に何かあるのでしょ

うか。  
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竹井特別支援教育課長  今お話があったように、時間の制約については大きな課

題と捉えております。来年度、中学校の教科書採択があり、教科としての専門

性も求められますので、そうした点は課題と捉えて、しっかりと対応していけ

ればと考えております。  

上條教育長職務代理者  小学校用の検定済教科書の選定内容ですが、検定済教科

書の使用比率の高い学校と、そうでない学校の間で、違いがかなり見えます。

例えば、けやき特別支援学校と伊奈分校では、国語は「光村」を使用している

が、それ以外の学校はほとんど「教育出版」を使用しています。大宮ろう学園

や坂戸ろう学園も同じような傾向があり、ユニークな形になっています。検定

済教科書を使用する比率が高い学校は、他と違うように思います。この点につ

いてはどのような理由があるのでしょうか。例えば、同じ検定済教科書の同じ

科目であったとしても、分かりやすさや多少難易度が異なるなど、理解力に合

わせた結果として違いが出ているのでしょうか。  

竹井特別支援教育課長  例えば、けやき特別支援学校と東松山特別支援学校の嵐

山分教室を例に挙げますと、けやき特別支援学校の場合、長期入院によって学

習空白がかなりある子供もおりますので、そうした点に配慮しているという状

況はあると思います。また、嵐山分教室の方については、家庭的な問題等もあ

り、学力的にボーダーラインの子供たちが増えてきているなど、そうした点に

配慮している状況はあるかと思います。さらに、大宮ろう学園と肢体不自由の

学校で何が違うかと言えば、肢体不自由の場合は教科書を扱うこと自体に問題

がある場合があり、見やすさ、使いやすさ、扱いやすさが重要になります。ま

た、ノートと教科書を別に使用することがなかなか難しい現状もありますので、

教科書に直接書き込みができるつくりになっているなど、そうした違いはある

かと思います。  

上條教育長職務代理者  一般的にけやき特別支援学校、けやき特別支援学校伊奈

分校や東松山特別支援学校嵐山分教室の場合には、検定済教科書を使用するこ

とができる子供たちが多いと思います。したがって、学力レベルで見ると、こ

れらの学校は他の学校に比べて比較的高くなっているのでしょうか。各学年に
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おいて、教科書の内容についていける子が多いと言えるはずです。そういうこ

とを踏まえて、学習内容のレベルが高いものが使用されているのではないかと

感じたのですが、その点についてはどうでしょうか。若しくは、どちらかとい

うと内容的な部分で、子供たちが置かれている環境に配慮した形で選んだ結果

がこうなったということなのでしょうか。  

竹井特別支援教育課長  上條委員からお話があったようなことも当然あると思い

ますが、今回の形については、より子供たちの実態に応じて、障害種別ごとに

調査・研究を進めた結果だと捉えております。  

上條教育長職務代理者  分かりました。  

遠藤委員  これまで使用してきて大きな問題にはなっていなかったのだと思いま

すが、例えば道徳については、子供たちの家庭の状況など、いろいろな点に配

慮しながら選定していると思います。特定の会社に偏っているのは使いやすさ

が主な理由にあるでしょうか。  

竹井特別支援教育課長  どうしても肢体不自由の学校が多いので、このような形

で一覧にすると偏りがあるように見えてしまうのですが、障害種ごとに、見や

すさや使いやすさを踏まえた形で選定されたものと捉えております。  

遠藤委員  分かりました。  

小松教育長  事務局に対する質疑は、他にございますか。  

  （発言なし）  

小松教育長  では、次に進みたいと思います。各委員で教科用図書の調査・研究

に取り組んでの御意見・御感想をお願いします。  

 これだけ多くの教科書がある中で、一人一人に合った指導やこの教科

書を使用することで、子供たちの関心をより一層引くことができるなど、学習

上の工夫が様々にされていると思います。あわせて、パソコンやタブレットを

活用した授業をしている状況も数多く見させていただく中で、今後デジタル教

科書の普及も必要になってくると思いますので、それに向けた取組や今後の展

望について何かあれば説明してください。  

竹井特別支援教育課長  デジタル教科書は、障害のある子供たちにとっても非常
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に有効であると考えております。ただ、現在デジタル教科書というと、教科書

がそのままＣＤ－ＲＯＭに落とし込まれているものが多く、紙ベースの教科書

は全員に配布されているため、デジタル教科書については有料配布となってい

るなど、様々な課題があるのが正直なところです。学校に対しても、デジタル

教科書の普及については、まだ周知が不十分なところもございますので、その

辺りのことについては、今後の課題として捉え、子供たちにとって活用しやす

いような形で周知していければと考えております。  

 一番の課題はパソコンやタブレットを購入する予算がないことだと思

います。学校によっては、様々な企業等から寄付してもらい活用しているケー

スもあったように思います。いろいろな手法を検討し、デジタル化がより進む

ような取組を進めていくことも必要なのではないかと思います。  

上條教育長職務代理者  道徳の教科書を見てみると、話題になっている車椅子ス

ポーツやパラリンピック、あるいは社会に出て働いている人たちの話など、障

害があってもいかに社会に広く出ていくかについて取り上げているものが多く

あります。正に、今の社会の課題がそこにあるのだと思いますし、それを受け

入れる側の問題も同様です。ある意味、我々から見ても考えさせられる部分が

多かったと感じます。  

小松教育長  その他、御意見等ございますか。  

  （意見なし）  

小松教育長  教育委員の皆様には、５月から７月までに、けやき特別支援学校、

坂戸ろう学園、日高特別支援学校、塙保己一学園等を訪問していただきました。

また、６月に１３校の県立特別支援学校の校長と意見交換を行いました。これ

らの取組から学校現場の状況把握を行いましたが、それを踏まえての御意見・

御感想をお願いします。  

石川委員  私は塙保己一学園を初めて見学させていただきました。一番驚いたこ

とは、寄宿舎で生活している生徒が半分くらいいるということで、小学校の高

学年からは寄宿舎に一人で生活しているとのことでした。また、保護者が毎日

学校に来て、いろいろと世話をしたり、教職員の方と連絡を取ったりしており、
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実際に私たちが訪問した際にも、保護者の方が寄宿舎にいらっしゃっていま

した。生徒と学校だけでなく、保護者と学校との関係も非常にうまくいってい

るのだろうと感じました。先ほどから話に出ていますが、障害種別の他に障害

の程度も様々な状況があり、そういった中で教科書採択に当たっての保護者と

の意見交換の場などはあるのでしょうか。  

竹井特別支援教育課長  今回の調査・研究の中で、保護者と直接関わるというこ

とはございませんが、教科書については、例えば、保護者が学校に来校された

際に、図書コーナーに展示しているものを見ていただく機会もございますので、

何か御意見を頂ければ、対応できる状況にはなっております。  

上條教育長職務代理者  非常に印象的だったのが、坂戸ろう学園で聴覚障害のあ

る先生が授業をしている姿でした。教わっている子供たちを見ていると、自分

の将来に対する希望や夢があるのだろうと感じられる眼差しを非常に強く感じ

ました。本日教職員の人事異動方針の議案も出ておりましたが、障害者の採用

についても、是非積極的に行っていってほしいと思います。特に、御自身が体

験されてきた先生方は、教科書を採択するに当たっても、その障害がある苦労

をよく把握されているはずです。教える側に立った時にも、それを踏まえて教

科書を選定し、うまく活用していけるのではないかと感じました。是非、そう

いう先生方の御意見も重要視して、採択に取り入れていってほしいと思います。  

遠藤委員  今お話があったことと関係するかもしれませんが、特別支援学校の教

員は、この教科がものすごく専門だという先生ばかりではないと思います。む

しろ特別支援の免許が主体となっていて、その上で教科書を使って、大変な努

力をしながらいろいろな教科を教えています。また、それに加えて、その障害

の状況に合わせてできるだけ分かりやすく、工夫をしながら授業をしています。

そうした中で、彼らがどういう教科書を望むのかを考えると、非常に悩んでし

まいますが、教科書採択に当たっては、先生方は非常に努力をしていると感じ

ております。  

委員  学校訪問をするたびに、考えさせられることが本当にたくさんありま

す。特に肢体不自由の学校に行きますと、生きるということそのものが教育現
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場では教えられていることを実感します。車椅子でしか行動できず、自由に動

くことができない人からしたら、雨が降れば外には出ません。傘に雨が当たる

音を実体験として感じることができない中で、雨が降った場合に何をするかと

いうと、授業の中で傘に雨が当たるとこういう音がする、ということを皆で共

有しています。それによってどう感じるかについて、子供たちに意見を述べさ

せていました。そうした授業を目にした時に、疑似体験を通じて生きることそ

のものを感じ取ってもらう努力をしている先生方の姿を見て、本当に苦労され

ていると感じます。それは教科書では学び得ないことだと思いますし、その疑

似体験が子供たちからしてみれば本当に尊い経験なのだと思います。現場では

一人一人に合った教育がされており、子供たちはそれに喜びを感じています。

向き合う先生は本当に苦労されていることを、学校訪問するたびに感じており

ます。教科書選定に限らず、現場の職場づくりや先生方が働きやすい環境の確

保にも、是非注力してほしいと思います。  

上條教育長職務代理者  校長先生との意見交換会の場においても、直接現場の状

況や意見を聞かせていただきました。皆さんに集まっていただいたので、比較

して話を聞くことができました。そうした機会を作っていただき、感謝してお

ります。校長先生方は、やはり長年特別支援教育に携わっている方が多いこと

もあって、現場の特別な環境をよく把握しており、先生方とフランクに意見を

交換しながら、自ら主体的に教科書選定に携わっていただいていると感じまし

た。また、障害の特徴や特性に応じて、非常に深く研究して選定していただい

ていると実感しております。  

小松教育長  その他、御意見等ございますか。  

  （意見なし）  

小松教育長  校長先生をはじめ、教職員の皆さんが、子供たち一人一人の状況に

合った取組をしていただいているという温かい御意見をたくさん頂きましたの

で、現場に伝えてほしいと思います。  

小松教育長  それでは、採択案をまとめていきたいと思いますが、採択案をまと

めるに当たって、何か御意見はありますか。  
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上條教育長職務代理者  先ほどからお話に出ておりますが、我々が学校訪問させ

ていただいて、現場の御苦労や工夫、授業の内容や姿勢など、かなり詳しく見

させていただいております。また、校長先生との意見交換会においても、各学

校並びに学校横断的な勉強会についても行われていると、先ほどの説明にもあ

りましたので、是非検討結果を尊重して、採択案をまとめていければよいので

はないかと思います。  

小松教育長  その他、御意見等ございますか。  

  （意見なし）  

小松教育長  ただ今、上條委員から、学校訪問や校長先生との意見交換会におい

て、それぞれの学校で障害の程度や状況に応じた教科書について検討しており、

また、学校を越えた障害種ごとの調査・研究も行われているという点に鑑みて、

本日の資料で提示されている検討結果を基に、採択案をまとめてはどうかとい

う御意見がありました。そういった方向でまとめるということでよろしいでし

ょうか。  

о   全出席委員同意  

小松教育長  御賛同いただきましたので、資料のとおりの教科書を採択案として

決定し、次回事務局から採択案を提案し、採択したいと思います。協議事項イ

については、ここまでとします。  

о   協議の結果、次回の教育委員会で採択することになった。  

 

  ウ  令和２年度埼玉県立高等学校において使用する教科用図書の採択について  

石川高校教育指導課長  （提案理由、文部科学省検定済教科書、文部科学省著作

教科書及び令和２年度使用埼玉県立高等学校教科書申請数一覧について説明）  

小松教育長  この協議案については、高等学校の教科用図書採択に関する協議で

ありますので、教科用図書の発行者との関わりがあれば、発言をお願いします。  

  （発言なし）  

小松教育長  特にないようですので、このまま先に進めます。この件について、

協議いたします。協議の進め方ですが、まず、事務局の説明に対する質疑を
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行った後、教科用図書の調査・研究に取り組んでの御意見・御感想、学校訪問

や校長との意見交換を行っての御意見・御感想を伺います。次に、採択案をま

とめるに当たっての御意見を伺う、そのような流れで進めてまいります。それ

では、まず、事務局の説明に対する質疑を行います。御質問はありますか。  

石川委員  １７ページの一番下の部分に選定概要報告書の提出とありますが、教

科会や教科書選定委員会で「こういう教科書がよいのではないか。」と、ある

程度話が進んだところで、最終的に校長の決裁の際に違うものに変更になるよ

うなこともあるのでしょうか。また、そうした内容もこの選定概要報告書には

記載されるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  選定概要報告書につきましては、学校の教育目標や目指

す学校像、選定委員会のメンバー、選定の経過が記載されております。具体的

に選定委員会で選定した教科書に変更があったなどの細かな記載はございませ

んが、各学校での選定の経過についてはしっかりと記載されております。  

石川委員  校長先生も専門の教科をお持ちだと思います。特定の教科で、校長先

生御自身の強い思い入れや見識がある場合、最終的に校長先生の意向が反映さ

れ、選定委員会で選ばれた教科書から変更となることもあるのではないかと思

い質問しました。  

石川高校教育指導課長  選定の経過ですが、基本的には各教員が調査・研究を行

い、その後、各教科の教科会を複数名で行います。その場で、実際に教科書を

見ながら意見交換を行い、更にその案について教科書選定委員会で意見交換を

行います。このように、多くの会議を経ておりますので、きちんとした選定が

進められているものと認識しております。  

上條教育長職務代理者  定時制課程の場合、全日制に比べて教科の先生方の人数

が少ないと思います。その場合には、全日制の先生方と定時制の先生方は同一

校内にいると思いますので、意見交換をしたり協議をしたりする機会はあるの

でしょうか。あるいは、習熟度が多少違う場合などは、全く別で実施している

のでしょうか。その辺りのことについて説明してください。  

石川高校教育指導課長  学校によってそれぞれ違いはあると思います。必ず全日
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制と定時制で意見交換を行うようにという指導はしておりませんが、同一校内

におりますので、それぞれの教科の教員同士が意見交換することはあると思い

ま す 。 定時制につきましては教員の人数が少ないこともありますので、そ う

いった意味でも、多くの先生方と意見交換をしながら、生徒により適切な教科

書を選定していることと思います。  

上條教育長職務代理者  多くの先生方と意見交換することは大変重要だと思いま

すので、是非、そういう指導も進めてほしいと思います。もう１点確認したい

のですが、先日参議院選挙がありました。主に大学生だとは思いますが、新し

く主権者になった高校生も含めた若年層の投票率が大変低く、問題視されてい

ました。県立高校では、主権者教育や消費者教育などについてどのように取り

組んでいるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  例えば、政治経済などの教科書におきましては、選挙制

度と投票行動の意義について扱っております。特に、選挙権年齢の引き下げを

踏まえて、若年層が選挙に参加する意義や、実際の投票用紙の画像を掲載する

などの工夫をしている教科書もございます。主権者に必要な考え方をしっかり

と育成するような工夫をしている教科書もございます。また、消費者教育につ

きましては、公民、家庭科、商業などの教科書に記載がございます。消費者を

めぐるトラブルなどに遭遇した際の対処法や自立した消費者となるためにはど

うしたらよいかという具体的な記載もございます。  

小松教育長  教科書に記載があるだけでなく、模擬選挙なども実施しています。  

上條教育長職務代理者  選挙は実例がたくさんあります。教科書の活用と同時に、

実例をうまく活用して、生徒たちにディベートさせるなど、興味や関心を持た

せ、自分たち自身の社会生活の中に取り込めるようにすることが重要だと思い

ます。そうしたことも教育の中では必要だろうと思います。是非、教科書にプ

ラスした取組も実施してほしいと思います。  

石川高校教育指導課長  お話にありましたように、具体的には模擬投票等を実施

して積極的に主権者教育に力を入れている学校もございます。様々な工夫をし

ながら、主権者に必要な考え方をきちんと育成しているところでございます。  
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遠藤委員  １７ページの図についてですが、恐らく文部科学省から下りてきて、

当然県としては教科書選定方針を設定して、それについての基準を県立高校に

伝えているのだと思います。そして各学校は選定教科書を決定し、それを再度

県の教育委員会の事務局に上げて、最終的にそこで確認され決定されます。こ

のような形になっていますが、どのプロセスにも重みはあるのですが、選定の

プロセス上どこに大きな重みがあるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  まずは、県の方から指導・助言をしっかりと行います。

校長会等における指導をし、これを受けて各学校が基本方針を作成する形に

なっておりますので、どのプロセスに重みがあるかというのはなかなか難しい

部分もありますが、県の方針を受けて、しっかりと学校が基本方針を作成する

ことが重要だと考えております。  

遠藤委員  まず、県の方から校長会や教頭会において指導を行い、それが各教科

の担当教員に伝わっていき、各教科の教員が教科書を実際に検討していくとい

うことだと思います。学校によってレベルの違い等があると思いますが、教科

会等で検討した結果は、方針とはかけ離れていない形になるのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  初めに県の方からしっかりと指導をしますが、学校から

は選定概要報告書や選定理由書が上がってまいります。それぞれの書類をこち

らできちんと確認し、疑義等がある場合についてはしっかりと指導しておりま

す。  

遠藤委員  県の方でも、ある程度しっかりした選定の研修は実施しており、最終

的には方針に沿った形で選定されていくことになり、余り突飛なことは起こら

ないということでしょうか。  

小松教育長  あくまでも採択するのは県になりますので、教育委員の皆様にも調

査・研究をしていただき、学校にも訪問していただいております。全体は県の

責任で行われていますが、それぞれの学校の子供たちの状況や各学校の実態に

合った教科書をいかに選択していくかという意味での重みは学校にあると思い

ます。  

遠藤委員  分かりました。  
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 先ほど課長から、疑義があった場合はしっかりと指導しているとの話

がありましたが、今年はここに至るまでにそうした状況はあったのでしょうか。

あった場合は、実際にどんな指導をしたのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  各学校からは、選定理由書や選定概要報告書など、様々

な書類が提出されております。それらの書類を確認する中で、表記・記載等の

誤りについて学校に対し一部指導・助言することはございましたが、選定のプ

ロセスにおきましては、各学校で十分な協議がされていますので、適正に選定

されていると確認しております。  

 事前指導がしっかりとできていたということでしょうか。  

石川高校教育指導課長  そのように認識しております。  

小松教育長  その他、御意見等ございますか。  

  （意見なし）  

小松教育長  では、事務局の説明に対する質疑はここまでとします。次に、教科

用図書の調査・研究に取り組んでの御意見・御感想をお願いします。  

上條教育長職務代理者  高校の場合は、新学習指導要領に基づく教科書の採択や

活用が令和３年度、４年度以降であったと思います。新学習指導要領によって

高校の指導内容はかなり大きく変わることが予想されます。高大接続や大学入

試改革の問題にしてもそうですが、大学を経由して社会に出ていく、あるいは

高校を卒業し社会に出ていく人たちの企業側の受入れ体制も大きく変わりつつ

ある中で、やはり新学習指導要領では恐らくかなり指導内容に変更があると思

います。現在の高校の教科書は現行の学習指導要領に基づいていますので、従

来どおりの内容なのだと思います。ただ、その教科書を使用して教えていく先

生方に対して、地域連携や教科横断など、新学習指導要領への移行に伴い今後

変革が想定されるポイントについて、今の教科書を使用している中でそれらを

うまく取り入れることで円滑に移行しながら進められるように、県として何ら

かの指導をしてほしいと思います。教科書が変わらない限り世の中が変わらな

いのではなく、世の中が変わってきておりますので、現行の教科書を使用しな

がらも、先生方には新学習指導要領について十分に勉強していただき、それを
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うまく活用していくなどの工夫が必要なのではないかと思います。小学校や中

学校もそうですが、高校が一番変わるのではないかという気がしております。

その点については、教員に対する研修内容に取り入れ指導するなど、県の教育

局としても対応をよく検討してほしいと思います。  

遠藤委員  高校についてはいろいろと心配な点はあります。新学習指導要領にな

り、教科書選定が新たにされる過程と一部並行しているものとして、大学入試

改革が考えられます。その過程をいかに乗り切るかについては、教科書を選定

する側にとっては、ものすごく大きな責任になってくると思います。学んだも

のと実際の試験との誤差が将来的に結果としてどう出てくるかも心配な点です。

また、教科・科目構成の見直しで「歴史総合」や「理数」などの新設の話もあ

りますが、そうした中で教員が本当に「理数」が結び付いた授業ができるのか、

「歴史総合」になったことをきちんと理解して教えることができるのかが心配

です。例えば、豊臣秀吉が何年に何を作ったかをこれまで覚えればよかったも

のを、なぜそれがその時にそこまでできたのか、なぜその場所であったのか、

そうしたことまで考えなければなりません。そのような考える力を育てること

に、果たして短期間で追い付けるのかという心配があります。そうした部分に

ついては、今回の選定からも関わってきていると思うのですが、そのような協

議はされているのでしょうか。  

石川高校教育指導課長  例えばアクティブ・ラーニングや探究的な活動など、各

教科書においても、そのような新しい方向性の取組を生み出すような工夫が多

く見られます。各学校におきましては、教員もそうした点をかなり意識して、

今回の選定に当たっているようです。  

遠藤委員  教員免許養成課程の講義をしたばかりなのですが、免許更新の際に、

私が担当していた部分として、学習指導要領や教科書をどう使用していくかに

ついて、先生方にお話をしました。講義をしていて、先生方が話を聞いていて

もぽかんとしていることにかなり驚きました。「歴史総合はまだこれから勉強

するので分かりません。」ということでしたので、社会科なら社会科の教員の

能力をいかに研修等で養成していくかが重要です。研修プログラムのようなも
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のを作成して、「新しい教員」の頭に変革させていかないと新たなセンター入

試には合格できないのではないかと思います。生徒たちが分かるように教えら

れなければ意味がありませんので、果たしてそれができるのか、そうした点は

やはり心配しております。  

石川高校教育指導課長  県ではこの夏も、教育課程研究協議会を開催しており、

全ての教科の教員を学校から集め、新学習指導要領の説明をしたり、アクティ

ブ・ラーニングや探究的な活動についての説明をしたりしているところです。

また、この後、先進的に取り組んでいる事例などを提示し、お互いに研究しな

がら、生徒たちをしっかりと指導できるように進めていきたいと考えておりま

す。  

石川委員  文部科学省の検定済教科書の中からどれを使用するかということなの

だと思いますが、実際には、学校の現場で先生が教科書以外の副教材やプリン

トなどとして、その先生の個人的な判断で検定を通らなかったものを活用する

ことはできるのでしょうか。それとも、「学校としてこれは教材としては使っ

てはいけない。」など、教科書以外の教材を使用するに当たっての校長先生の

関与なども含めて、実際の現場の状況について説明してください。  

石川高校教育指導課長  各学校では、教科書だけでなく、クラスの中にも学力差

がありますので、発展的な問題が必要な生徒に対して、また、逆に学力に課題

がある生徒に対しても別の補助的な教材を活用することはございます。それに

ついて全て学校で精査をしているかについての確認まではしておりませんが、

きちんと教科書に基づいた形で各教員が責任を持って実施しております。また、

管理職もしっかりと各教科の授業を見ておりますので、そういった意味ではき

ちんとした形での副教材が活用されているものと認識しております。  

石川委員  なぜこの質問をしたかというと、私が高校生だった頃に、特定の政党

の機関誌をコピーして配布されたことがあり、大変驚いた記憶があったからで

す。そうしたことが実際に今でも行われているのかどうかが気になりました。  

小松教育長  偏った考えの資料は提供しないはずです。例えば主権者教育の中で

いろいろな政党の主張を比較するための資料として配布することはあると思い
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ますが、学校教育の中で特定の政党の主張だけを取り上げるようなことがあっ

てはいけません。  

石川委員  いけないことだと思いますが、先生の個人的な判断で行われてしまっ

た、あるいは行われそうになっている時に、そうした行動をチェックする場が

あるのかが気になりました。  

石川高校教育指導課長  生徒たちが多面的にきちんと学ぶことができる形での指

導となるように、校長からは常に、職員会議等の場で教員に指導しております。  

渡邉県立学校部長  確かに、過去にはある政党に偏ったものを使用して揉めるよ

うなケースはありました。ただ、現在は多くの生徒がそうしたことに敏感に

なっていて、そうしたものが使用された場合、生徒自身や保護者を通じて校長

に対して「あの先生がこういうことをしている。」という報告が入りますので、

現在は、現実としてそうしたケースは起こりにくいものと考えております。  

上條教育長職務代理者  専門高校も含めて県立高校に訪問させていただき、授業

を見る機会も多いのですが、授業の内容や教員の話すスピードを見ただけでも、

学力差はかなりあるのが分かります。こんなに速いスピードでこの子たちは理

解できるのだろうかと思いながら見ていても、しっかり理解していそうな学校

もあれば、そうでない学校もあり、学力差は明らかに存在していると思います。

教科書の選定については校長先生からの話を聞いたり、先ほどからの課長の説

明を聞いたりしても、教科ごとの先生方の研究協議が大変活発に行われていて、

十分な議論の中で選定されていると感じています。一方で、少しでも学力差を

埋め、学力を向上させようという現場の先生方の努力も大変なものがあります。

早朝学習など、かなり朝早くから出勤して準備をし、学び直しの機会をたくさ

ん作っています。教科書だけを使用するのではなく、プリントで工夫するなど、

かなり現場の先生方は努力しています。先ほど話に出た新学習指導要領に向け

た難しい面はありますが、現時点においては、先生方が指導上の工夫を様々に

講じていることは学校訪問をするたびに感じております。その点については高

く評価したいと思っております。  

小松教育長  学校訪問や校長との意見交換会を受けての御意見・御感想も出てき
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ておりますので、このまま進めたいと思いますが、教育委員の皆様には、５月

から７月までに庄和高校、熊谷西高校、坂戸高校、戸田翔陽高校等を訪問して

いただきました。また、６月に２日間にわたって２７校の県立高校の校長と意

見交換を行いました。これらの取組を踏まえての御意見・御感想をお願いしま

す。  

遠藤委員  それぞれの校長先生はいろいろな学校を経験されていると思いますが、

その学校に行って、その学校の歴史や方針を皆さんきちんと学ばれているのが

分かります。同時に、この学校をどのようにしていきたいのかも明確になって

います。我々が学校訪問に行くと、これまでこういう状況だったということを

経緯も含めて詳細にお話してくださり、学校が置かれている状況についてはよ

く理解されていると思います。  

 令和４年に向けて学校のカリキュラムの組替えや学校像まで見直すこ

とを考えている校長先生がいることを、学校訪問をして感じます。現代社会で

起こっている課題や様々な問題を見ていると、ただ教科書を使うだけでなく、

やはり横断的に物事を考えざるを得ません。そうした考えをしないと解決策に

結び付かないという流れの中では、高校を卒業して社会に出ていく子供たちに

とっては、柔軟な考え方を身に付けさせることは当然必要なことです。教科書

も一つの科目だけでなく、いろいろな副教材などを活用して授業の工夫をして

いると感じます。新しい学習指導要領に向けて様々に模索しているところだと

思いますが、今実社会で起こっている課題を解決していくための柔軟な発想を

子供たちに身に付けさせられるよう、教科書だけに縛られず、先生方が今の子

供たちにとって最善、最良の授業が作り出せるような環境づくりにも力を入れ

てほしいと思います。校長先生との意見交換会も行いましたが、より良い環境

づくりには非常に力を入れており、苦労されていることも感じました。良い校

長先生は生徒全員をきちんと見ていますし、学校の中で一番の人気者が校長先

生であることが多いです。教育局には、そうした教育現場の下支えに是非力を

入れてほしいと思います。  

石川委員  私は学校訪問で工業高校を見させていただきました。生徒たちが就職
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するに当たって、一定の資格が必須になり、それに向けて教科書、副教材など

の活用と様々な実習を通して熱心に取り組んでいる姿を目にしましたので、熱

心な取組を継続してほしいと感じております。  

小松教育長  その他、御意見等ございますか。  

  （意見なし）  

小松教育長  それでは、採択案をまとめていきたいと思いますが、採択案をまと

めるに当たって、何か御意見はありますか。  

上條教育長職務代理者  先ほども申し上げましたが、高等学校の場合は、学校訪

問を行うことで直接現地を見たり、先生方の話を聞いたりするたびに、基礎学

力の幅や学力の差、どのような生徒を育成していくのかという高校の理念、生

徒たちの進路など、非常に多様さを感じます。我々委員も実際に学校に訪問す

ることで、学校ごとに大きく違いがあることを実体験として把握しております。

今回申請されている教科書の数をみると、非常に多くなっており、各学校が自

らの実状に合わせて十分に研究協議をして申請してきているというある意味で

の証左でもあると思います。したがって、私としては学校の選定した結果を十

分に尊重して採択案をまとめる方向でよいのではないかと考えております。  

小松教育長  その他、御意見等ございますか。  

  （意見なし）  

小松教育長  ただ今、上條委員からは、学校は理念や求める生徒像、学力の違い、

生徒の希望進路の違い等、学校ごとにかなり違う状況があり、そのことが申請

数の多さに表れているのではないかとの御意見がありました。それから、学校

訪問等をしていただき、各学校において教科書についての研究協議が十分に行

われていることが確認できたということで、各学校の選定結果を基に採択案を

まとめてはどうかという御意見を頂きましたが、その方向でよろしいでしょう

か。  

о   全出席委員同意  

小松教育長  御賛同いただきましたので、資料のとおりの教科書を採択案として

決定し、次回事務局から採択案を提案し、採択したいと思います。協議事項ウ
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については、ここまでとします。  

о   協議の結果、次回の教育委員会で採択することになった。  

 

 (4) 報告事項  

   県議会令和元年６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、付託議案、文教委員会におけ

る報告事項及び人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会における審査事項に

ついて説明）  

 

 (5) 次回委員会の開催予定について  

   ８月２２日（木）午前１０時  

 

 ＜非公開会議結果＞  

 第１９号議案  県議会令和元年９月定例会提出予定案件について  

 県議会令和元年９月定例会提出予定案件の原案を決定しました。  

 


