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平成２６年度第４回定例教育委員会会議録 

 

１ と き  平成26年7月23日（水）13:30～15:00 

 

２ ところ  大垣市役所北庁舎北館1階 教育委員会室 

 

３ 出席者  矢橋愼哉委員長、堀哲也委員、山川隆司委員、平野晶子委員、 

山本教育長、坂事務局長、加藤庶務課長、清水学校教育課長、 

加藤社会教育スポーツ課長、平野文化振興課長、 

中井文化振興課文化財専門官、高木教育総合研究所長、 

渋谷南部北部学校給食センター所長、川元図書館長、 

河添上石津地域教育事務所長、松岡墨俣地域教育事務所長、 

山田学校教育課主幹、大坪学校教育課主任指導主事、 

奥田学校教育課主任指導主事、林庶務課主幹、土川庶務課主査 

傍聴者：なし 

 

４ 議 題 

議第３０号  平成27年度使用小学校用教科用図書の採択について 

議第３１号  平成27年度使用中学校用教科用図書の採択について 

報告事項 

１ 大垣市学校ＩＣＴ化利活用促進協議会の設置について 

２ 寄付採納について 

３ その他 

 

開会 13:30 

発言者 発言内容 

矢橋 委員長 ただいまより平成26年度第4回定例教育委員会を開催します。 

はじめに、平成26年度第3回定例教育委員会会議録の承認を求めます。

会議録については、既に原案を配付しておりますが、会議録に記載し

た内容についてご異議ございませんか。 

＜異議なしの声＞ 

ないようですので、平成26年度第3回定例教育委員会会議録について、

原案のとおり承認いたします。 
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発言者 発言内容 

矢橋 委員長 これより、議事に入ります。はじめに、本日の委員会は、議第30号「平

成27年度使用小学校用教科用図書の採択について」、議題31号「平成

27年度使用中学校用教科用図書の採択について」の審議にあたり、大

垣市情報公開条例第6条第5号に規定する意思形成における情報が含ま

れるため、非公開としたいと思います。また、この議案の審議結果に

ついても、本市の採択結果が、西濃地区の他市町の審議に影響を与え

ることを防ぐため、他の市町の審議が終了する8月31日まで、非公開と

したいと思います。以上2議案の審議及び結果を非公開としてよろしい

か。 

＜異議なしの声＞ 

それでは、本日の委員会は非公開とし、審議結果につきましても、8月

31日まで非公開といたします。それでは、議第30号「平成27年度使用

小学校用教科用図書の採択について」説明をお願いいたします。 

清水 学校教

育課長 

議第30号「平成27年度使用小学校用教科用図書の採択について」、平

成27年度使用小学校用教科用図書の採択について、別紙のとおり承認

するものとする。 

＜別紙資料にて説明＞ 

本年度は昨年度文部科学省の検定を通った小学校教科用図書の中か

ら、27年度から使用する教科書を採択する年度にあたっています。資

料下の採択周期表の小学校の△印、前年度の検定で合格した教科書の

初めての採択が行われる年度です。文部科学省の検定を通った教科書

については、国から県を通して目録が送られ、発行者からは見本本が

送られてきます。本年度は11種目46者から見本本の送付がありました。

それらの見本本について、県からの指導・助言・援助を受けながら、

各市町村教育委員会が単独又は共同で調査研究を行い、採択を行う仕

組みになっております。本市は、西濃地区で設立された西濃地区採択

協議会に参加しており、西濃地区採択協議会にて決定された採択原案

を踏まえて、西濃地区内で同一の教科書の採択をすることとなります。

西濃地区採択協議会は、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12条及び第13条、岐阜県教科用図書地区採択協議会規則に

基づいて設置されたものでございます。5月26日の第1回採択協議会に

おきまして11種目68人の研究員が委嘱され、平成27年度使用小学校用

教科用図書の見本本の調査研究を、6月16日、6月26日、7月2日の計3回
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発言者 発言内容 

に渡る研究員会で行っていただき、7月10日の第2回西濃地区採択協議

会において、その結果を報告していただきました。その報告をもとに、

29人の委員の協議により西濃地区の「採択原案」として決定されたと

ころでございます。本日は、この西濃地区の採択原案について本市教

育委員会としての議決をお願いするわけでございますが、お手元のオ

レンジ色の表紙の資料は西濃地区採択協議会の研究員会の調査研究結

果をまとめたものでございます。各種目数者の見本本すべてについて、

県と同じ5つの調査項目と11の着眼点で調査研究した結果を、発行者ご

とに項目や着眼点に沿って記したものでございます。すべての見本本

を会場内に準備いたしました。事務局から、特徴や採択原案の教科書

のよさについて、順次ご説明申し上げますので、お手にとってご覧い

ただきながら、本市の子どもたちのため、また本市の教育の一層の充

実のために、十分なご審議を賜りますようお願いいたします。 

矢橋 委員長 これについて、よろしいですか。特に、ご発言もないようですので、

次に各教科用図書の説明に移ります。はじめに、小学校用教科用図書

（国語、書写）について、説明をお願いいたします。 

清水 学校教

育課長 

＜別紙資料にて説明＞ 

＜国語＞ 

国語については、採択原案として、「光村図書」に決定しました。採択

案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・言語活動を通した学習を行うための手順が、単元の最初や終わりに

具体的に記されており、学習の見通しや目的意識をもって学習を進め

るための構成になっている。 

・どのように記録するか、書き方のポイントが詳細に示されており、

児童も例文を見ながら書き方を身に付けることができる。 

・言語活動についての例示や補足の説明やヒントが付されており、習

熟の程度に応じるように、よく配慮されている。 

・両者の語彙を豊かにするコーナーでは、柄や様子、気持を表す言葉

を分けて示している。 

＜書写＞ 

書写については、採択原案として、「東京書籍」に決定しました。採択

案とされた理由は、次のとおりです。 

・文字の特徴や書き方を意識し、問題解決的な学習を進めることがで
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発言者 発言内容 

きるように、学習の手順が明示され、写真・図が見やすく配置されて

いる。 

・「書き方や文字の特徴を調べる」「書き方のポイントを確かめて毛筆

で書く」「学習したことを他の文字に広げる」「学習を振り返る」など、

児童が自ら課題を見つけて主体的に学習を進めることができるよう配

慮されている。 

・既習の学習との関連がひと目でわかるように色分けされたインデッ

クスが示されるなど、紙面構成がよく配慮されている。 

矢橋 委員長 ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご

意見やご質問があればお願いいたします。 

委員 内容、題材は全て同じですか。 

清水 学校教

育課長 

学習指導要領に基づき、ほぼ同じでございます。 

委員 今使っている教科書と傾向は変わっていませんか。 

清水 学校教

育課長 

傾向は基本的には変わっておりません。 

矢橋 委員長 小学校の国語、書写について、原案のとおり採択してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

小学校の国語、書写については、採択されました。 

次に、小学校用教科用図書（社会、地図）について、説明をお願いい

たします。 

清水 学校教

育課長 

＜社会＞ 

社会については、採択原案として、「東京書籍」に決定しました。採択

案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・各学年の最初の単元で学習の進め方を説明するとともに、「まなび方

コーナー」を設けて、社会の学習技能を解説し、児童が主体的に学習

できるようよく工夫されている。 

・「学び方コーナー」においては、「見る・聞く・ふれる」「読み取る」

「表す・伝える」があり、学び方の記述が充実している。 

・小単元においては、学習段階を明示し、さらに「予想する」「計画す

る」場所を提示し、問題解決的な学習に取り組むための構成・配列が、

よく工夫されている。 

・5年生で初めて折れ線グラフを学ぶことを踏まえ、わかりやすいグラ
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発言者 発言内容 

フを提示し学び方が身に付くよう配慮している。 

＜地図＞ 

地図については、採択原案として、「帝国書院」に決定しました。採択

案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・鳥瞰図や模式図を多く採録することで、児童の学習意欲を喚起する

よう、よく工夫されている。 

・3つの縮尺の地図があることを示し、縮尺を活用して実際の距離を図

る方法をわかりやすく示している。 

・すべての地図で、地域に関連する写真、統計、絵図など豊富な資料

を掲載している。それらは、「防災」「環境」「平和」「歴史」など様々

な視点で取り上げ、地図を活用した問題解決的な学習が充実するよう、

よく配慮されている。 

・日本の都道府県名と併せて名産品や有名なものが示され、さらに各

都道府県が何頁に掲載されているかが示され、興味関心に応じて調べ

られるようになっている。 

矢橋 委員長 ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご

意見やご質問があればお願いいたします。 

委員 地図帳で、大垣の地図には、特産品に毛織物という記述がありますが、

少し古い気がします。地図で最新の特産品まで落としこむのは難しい

ですね。 

矢橋 委員長 小学校の社会、地図について、原案のとおり採択してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

小学校の社会、地図については、採択されました。 

次に、小学校用教科用図書（算数）について、説明をお願いいたしま

す。 

清水 学校教

育課長 

＜算数＞ 

算数については、採択原案として、「大日本図書」に決定しました。採

択案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・自分の考えを教科書に書き込んだり、複数の解決方法を読み取った

り説明したりでき、思考力・表現力を付けることができる。 

・問題のつかみ方・自分での考え方・発表の仕方・話し合い方を丁寧

に説明、また具体的なノートの例を同時に示している。 

・自分の考えと仲間の考えを書き、自分が間違えたことを消さずに自
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発言者 発言内容 

分の成長の足跡を残すように指示するなど、記述されている内容が児

童の思考に即している。 

・「次にどんなことを考えてみたいか」など、自分で問題をつくって考

えることができ、問題解決能力の育成への配慮が十分なされている。 

矢橋 委員長 ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご

意見やご質問があればお願いいたします。 

委員 4年生ではそろばんをやるのですか。 

清水 学校教

育課長 

学習指導要領に内容として定められています。 

委員 電卓の時代ですが、そろばんを学ぶことはちがう効果もあるようです。 

矢橋 委員長 小学校の算数について、原案のとおり採択してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

小学校の算数については、採択されました。 

次に、小学校用教科用図書（理科）について、説明をお願いいたしま

す。 

清水 学校教

育課長 

＜理科＞ 

理科については、採択原案として、「東京書籍」に決定しました。採択

案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・問題解決の各過程とそこでの学習活動が分かりやすく示してあり，

児童が見通しをもって問題解決することができるよう工夫されてい

る。 

・問題解決的な学習や体験的な学習を多く取り上げ、主体的な追究や

実感を伴った理解が図られるよう十分配慮されている。 

・水の量と溶ける物質の量について、各グループの実験結果をグラフ

で表し、そこから考察するなど考察の仕方がきめ細かい。 

矢橋 委員長 ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご

意見やご質問があればお願いいたします。特に意見がないようですの

で、小学校の理科について、原案のとおり採択してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

小学校の理科については、採択されました。 

次に、小学校用教科用図書（生活）について、説明をお願いいたしま

す。 

清水 学校教 ＜生活＞ 
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発言者 発言内容 

育課長 生活については、採択原案として、「東京書籍」に決定しました。採択

案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・児童の興味・関心に応じて主体的な活動が行えるよう学習対象や学

習活動を豊富に掲載し、願いや思いが大切にされた体験や活動になる

よう構成・配列に配慮されている。 

・「くらべる・たとえる」などの活動例を写真やイラスト等で多様に示

し、気付きを促したり、気付きの質が高めたりするよう十分な配慮が

なされている。 

・巻末には便利手帳として自立の基礎作り、人と仲良くなどに大切な

ポイントがまとめられ、児童が活用できるように配慮されている。 

矢橋 委員長 ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご

意見やご質問があればお願いいたします。 

委員 調査項目に、岐阜県に関わることとありますが、どういったことでし

ょう。 

清水 学校教

育課長 

高山祭を秋の暮らしの一例としてとりあげています。他者の教科書に

ついては、記述がありません。 

矢橋 委員長 小学校の生活について、原案のとおり採択してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

小学校の生活については、採択されました。 

次に、小学校用教科用図書（音楽、図画工作、家庭、保健）について、

説明をお願いいたします。 

清水 学校教

育課長 

＜音楽＞ 

音楽については、採択原案として、「教育芸術社」に決定しました。採

択案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・題材や教材のねらいが明確であり、音楽に対する感性や音楽活動の

基礎的な能力を育むために、4つの領域がバランスよく構成され、系統

的、発展的に学習できるようによく配慮されている。 

・1題材が多様な領域で構成されていることから、学び方を身に付け、

児童が主体的に学習を展開するための配慮も十分にされている。 

・歌い方、リコーダーの音の合わせ方などがタイミングよく詳細に示

されている。 

＜図画工作＞ 

図画工作については、採択原案として、「日本文教出版」に決定しまし
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発言者 発言内容 

た。採択案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・評価の4観点の具体が各題材の最初に記載され、導入から終末までの

様々な場面で言語活動のヒントとして活用できる。 

・題材における用具の使い方、製作手順を示し、付けたい力の確実な

定着を図るとともに、幅広い表現を紹介するなど、児童が発想を広げ

主体的に製作に取り組むための工夫が随所にされている。 

・目当てをもつ、発想構想をする、表現を工夫する、表し方などが示

されており、流れとしてわかりやすい。 

＜家庭＞ 

家庭については、採択原案として、「東京書籍」に決定しました。採択

案とされた主な理由は、次のとおりです。 

・すべての題材を、生活を見つめ、計画を立て活動し、生活に生かす

という3つのステップで構成し、分かりやすく、児童がよりよい家庭生

活を築くための学び方を身に付けることができるよう工夫されてい

る。 

・自主的に取り組む場を位置付け、学んだ基礎的・基本的な知識及び

技能を応用発展させ、実践できるように配慮されている。 

・「いつも確かめよう」のコーナーがあり、タイミングよく活用したい

技能を確かめることができるようになっている。 

＜保健＞ 

保健については、採択原案として、「学研」に決定しました。採択案と

された主な理由は、次のとおりです。 

・生活体験をもとに学習の課題化を図り意欲を高めている。 

・随所に実験･実習等の体験的な学習や課題解決的な学習を取り入れる

など、児童が主体的に学べるように構成されている。 

・巻末には、学習したことを家庭や地域で確かめたりする活動を設け、

実践への意欲をもてるよう配慮されている。 

・発展的に学習する「もっと知りたい調べたい」というページが掲載

されており、児童の健康安全にかかわって、自然災害、病気、薬の正

しい服用について調べるなど、発展的に学習するコーナーが多く採用

されている。 

矢橋 委員長 ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご

意見やご質問があればお願いいたします。 
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発言者 発言内容 

委員 保健の教科書ですが、日本は先進国の中では、結核の対策が遅れてい

るので、結核の患者数の図がのっている点が優秀だと思います。他に

も新しいことや、課題が書いてある点がよいと思います。 

委員 保健だけ、学研に変わったということですが、内容も変わったのです

か。 

清水 学校教

育課長 

発展的な内容を中心に、今日的課題をふまえ充実されております。 

矢橋 委員長 小学校の音楽、図画工作、家庭、保健について、原案のとおり採択し

てよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

小学校の音楽、図画工作、家庭、保健については、採択されました。 

すべての小学校用教科用図書について、原案のとおり採択されました

ので、第30号議案は承認されました。 

次に、議第31号「平成27年度使用中学校用教科用図書の採択について」、

説明をお願いいたします。 

清水 学校教

育課長 

議第31号「平成27年度使用中学校用教科用図書の採択について」、平成

27年度使用中学校用教科用図書の採択について、別紙のとおり承認を

求めます。 

＜別紙資料にて説明＞ 

来年度も、本年度と同一の教科書を採択することとなっています。な

お、中学校用の教科用図書につきましては、来年度が採択替えの年度

になります。 

矢橋 委員長 これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

第31号議案は承認されました。 

清水 学校教

育課長 

義務教育諸学校における教科用図書の無償措置に関する法律及び施行

規則の改正により、調査研究資料や採択した理由及び本会の議事録の

公開が努力義務として規定されました。つきましては、これまでも公

開していた本会の議事録以外にも、先ほどの事務局からの説明に準じ

た内容の採択理由を9月1日以降ホームページ等で公開することにつき

まして、ご承知おきをお願いいたします。 

矢橋 委員長 議題については以上です。次に報告事項をお願いいたします。 

高木 教育総 報告事項1 大垣市学校ＩＣＴ化利活用促進協議会の設置について 
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発言者 発言内容 

合研究所長 ＜別紙資料にて説明＞ 

東中学校にモデル校として、タブレット端末を活用した教育活動を推

進するため、協議会を設置、委員を委嘱するものです。 

矢橋 委員長 大垣市として行う事業ですか。 

高木 教育総

合研究所長 

そうです。 

矢橋 委員長 実際に東中にタブレットを導入するのですか。 

高木 教育総

合研究所長 

導入します。現在、施設整備や教員を対象とした研修会の開催を予定

しております。 

加藤 庶務課

長 

報告事項2 寄付採納について 

＜別紙資料にて説明＞ 

矢橋 委員長 このほか、全体を通じて、何かございましたら、ご発言をお願いいた

します。 

矢橋 委員長 1学期の不登校の状況は。 

高木 教育総

合研究所長 

昨年度と比較し、小学校は減少、中学校はやや増加という状況です。 

矢橋 委員長 よろしいですか。 

第4回の定例教育委員会を、以上で終わります。 

加藤 庶務課

長 

＜次回開催＞ 

と き 平成26年8月27日（水）13:30～ 

ところ 図書館 

閉会 15:00 


