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平塚市教育委員会平成３０年７月定例会会議録 

 

開会の日時 

平成 30年７月 26日（木）14時 00分 

 

会議の場所 

平塚市教育会館 ２階中会議室 

 

会議に出席した者 

教育長 吉野 雅裕  委員 田中千勢子  委員 水谷 尚人  委員 荒井 正博 

委員  林 悦子 

 

説明のため出席した者 

◎学校教育部 

部長          今井 高司   教育指導担当部長    川崎  登 

教育総務課長      中戸川泰彦   教育総務課教育総務担当長  関野 良真 

教育総務課課長代理   斗澤 正幸   教育施設課長      渡邊  浩 

学校給食課長      戸塚  清   学務課長        西ケ谷秀樹 

教職員課長       岩田 裕之   教育指導課長      工藤 直人 

教育指導課課長代理   若林 裕美   教育指導課指導主事   谷口由美子 

教育指導課指導主事   若杉真由美   教育研究所長      宮城 弘之 

子ども教育相談センター所長  神田 陽一 

 

◎社会教育部 

部長          高橋 勇二   社会教育課長      久保 利秋 

中央公民館長      佐野 公宣   スポーツ課長      石塚誠一郎 

スポーツ課課長代理   市川  豊   中央図書館長      小林 裕治 

博物館長        澤村 泰彦   美術館副館長      平井  悟 

 

会議の概要 

【開会宣言】 

○吉野教育長 

これから教育委員会平成 30年７月定例会を開会する。本日、傍聴を希望される方が 10

名を超えているため、「平塚市教育委員会傍聴規則」第２条第３項の規定に基づき 10名を

超える傍聴を認める。また、報道機関から写真撮影や録音の申出があったため「平塚市教

育委員会傍聴規則」第５条の規定に基づき、傍聴席からに限り、これを許可する。 

 

【前回会議録の承認】 

○吉野教育長 

はじめに、平成 30年６月定例会の会議録の承認をお願いする。 
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（訂正等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

訂正等の意見がないので、平成 30年６月定例会の会議録は承認されたものとする。 

 

１ 平成３１年度平塚市立中学校使用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択について 

 

○吉野教育長 

平成 31年度に平塚市立中学校の生徒が使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書につ

いて採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成31年度平塚市立中学校において使用する教科用図書「特別の教科 道徳」について、

協議の上、採択をしていただきたいと思う。よろしくお願いいたしたい。 

平成 31年度平塚市立中学校において使用する教科用図書「特別の教科 道徳」について

は、平塚市教科用図書採択検討委員会設置要綱に基づき、採択検討委員会を設置し、採択

に関する必要な事項を教育委員会に報告することを目的に調査・研究及び協議をしてきた。 

まず、第１回平塚市教科用図書採択検討委員会では、「義務教育諸学校の教科用図書の

無償措置に関する法律」、「教科用図書採択の流れ」、「平成 31年度義務教育諸学校使用

教科用図書採択方針」等を確認した。第１回平塚市教科用図書採択検討委員会の後、設置

要綱に基づき、今回採択する中学校用「特別の教科 道徳」について、「調査員会」を設

置した。調査員会については、平塚市、秦野市、伊勢原市の調査員、及び大磯町と二宮町

の調査員、合計４名で調査活動を行った。調査の観点については、神奈川県教科用図書選

定審議会の観点を参考にした。 

第２回平塚市教科用図書採択検討委員会では、平塚市の調査員が、調査報告を行い、そ

の後、検討委員による質疑と協議を行った。その中で、本市の生徒の実態にあった教科書

の在り方や、教師の指導に即した教科書の在り方について質問や意見・要望をいただくこ

とができた。また、保護者代表の方にも出席、協議への参加をしていただいた。 

本日の教育委員会においては、平成 31年度中学校において使用する教科用図書「特別の

教科 道徳」を協議の上、採択していただくよう、よろしくお願いいたしたい。 

 

○吉野教育長 

 ただいまの説明について、質問はあるか。 

 

○田中委員 

私から確認させていただきたいことがある。ただいま教育指導課長から、これまでの経

過の概略を紹介していただいた。公正な採択の確保という点で、今日まで対応がなされて

きたかどうか、お伺いしたいと思う。 

また、検討委員会において公正に審議が進められたと受け止めているが、事務局として



－3－ 

は、どのように受け止めているか、確認したいと思う。 

 

○教育指導課長 

１点目の公正な採択の確保という点で、今日までの対応についてであるが、文部科学省

や神奈川県教育委員会からの指導もあり、各学校に対して、公正確保の通知を出している。

また、学校において、教科書発行者による献本や自宅訪問等の不正行為がないように、校

長会、小・中教頭研究会において、十分注意するよう依頼してきた。その結果、学校等に

おける不公正な動きは見られなかったことを確認しており、公正公平に採択されるものと

認識している。 

２点目の検討委員会において公正に審議が進められたと受け止めているが、事務局とし

ては、どのように受け止めているかであるが、検討委員会においては、検討委員の皆様に、

役割や立場を十分に理解いただき、誓約書に署名をいただいている。検討委員会当日は、

静謐（せいひつ）な環境確保ができたものと考えている。また、検討委員会の中では、調

査員の調査研究報告がなされた。報告は公正な内容であり、これに基づき、協議を行うこ

とができ、会議は公正に進められたと認識している。 

 

○吉野教育長 

 他に質問はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 特に質問がないようであるので、早速、中学校使用教科用図書「特別の教科 道徳」の

採択に移りたいと思う。 

 それでは、皆さんに、まずはそれぞれ意見を伺いたいと思う。林委員いかがか。 

 

○林委員 

 どの者もそれぞれ工夫された教科書だと思った。しかし、いくつかの教材には、議論の

余地があるのではないかと感じるものもあった。また、子どもたちへの負担という面で、

教科書の大きさや重さ、文字の大きさや紙面構成といった、読みやすさと使いやすさにつ

いても、考慮が必要だと考える。そういったことを考えて、私は、光村図書出版と日本文

教出版の教科書がよいのではないかと思っている。 

 光村図書出版は、全体的にクリーム色のトーンで、柔らかい印象を与える教科書になっ

ていて、大きさや厚さも適切だと考える。また、光村図書出版は、国語の教科書について

定評のある発行者であると思うが、掲載されている教材や内容に、そのよさが出ているよ

うに感じる。例えば、各学年の巻頭詩やシーズンごとのとびらにある詩は、作家の書きお

ろしで、中学生の等身大の気持ちが描かれており、子どもたちの繊細な心に訴えかける力

があるように思った。また、絵本作家によって書かれたページが各学年に設定されており、

紙面上で生徒と対話するようなつくりになっているところも魅力的である。 

 さて、もう１者、対照的ではあるが、日本文教出版の教科書は、全体的にイラストや枠
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等の色使いがはっきりしている印象で、とても見やすく分かりやすいので、子どもたちに

とっては、取り組みやすいのではないかと思う。 

 使いやすさという点で気になるのは、学研教育みらいの教科書の大きさと日本教科書の

教材の配列である。学研教育みらいのＡ４版の教科書は、中学生にとっては少し大きすぎ

るのではないかと感じるし、日本教科書のように、教材が内容項目ごとに並べられている

と、毎時間、扱うページがあちこちに飛ぶので、私は使いにくいように思う。 

 

○吉野教育長 

 荒井委員は、いかがか。 

 

○荒井委員 

 私は、日本文教出版がよいと思う。写真やイラストがとても豊富で魅力的であるので、

子どもたちが、ワクワクした気持ちで教科書を開くのではないかと想像する。別冊の「道

徳ノート」については、意見が分かれるところだと思うが、私は、別冊の「道徳ノート」

は有効だと考えている。ノートに自分の考えを書くことは、自分自身を見つめることにつ

ながり、その記録が１冊のノートに積み重ねられていくことで、生徒が自らの成長を実感

できるようになると考えるからである。日本文教出版の別冊「道徳ノート」は、１教材に

つき１ページというつくりで、適切な量だと思う。また、「友達の意見や話し合いをメモし

よう」という欄が設定されているので、多様な考えに触れながら自分の考えを深める学習

の助けになるのではないか。。 

廣済堂あかつきの教科書にも別冊があるが、そちらには、教材とは別に、それぞれの道

徳的諸価値についての解説と発問が用意されているので、量的にも内容的にも多く、全て

をじっくり考えさせるのは難しいと感じた。したがって、私は日本文教出版がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 水谷委員は、いかがか。 

 

○水谷委員 

 前提としては、基本的には全て認められてきている教科書なので、甲乙つけがたいと思

うが、その中で、私は個人的に、学研教育みらいの教科書に惹かれる。 

 子どもたちにとって、道徳の時間は、人によるところもあるが、前向きに積極的に取り

組むものではないと思われる中で、非常に魅力的なつくりをしていて、写真も多くて美し

い内容であった。自分の娘もそうだが、こういったものを見ると惹かれていくので、道徳

に関心を持つきっかけをつくってもらい、これを読んでみたいという空間をつくってくれ

たらよいのではないかと感じた。 

特徴的な部分がどのように出るかは分からないが、学研教育みらいの教科書はＡ４版で

大きくて厚いという特徴がある。現役の小・中学生の親としては、ただでさえたくさんの

教科書を持って歩いているので、そこまでの影響はないと思う。そうであれば、逆に本質

をとって、写真や図、グラフが非常に綺麗に配列されているので、よいのではないかと思

った。未来に目的を定めて、夢や希望を持って歩み出そうという気持ちになるような感じ
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を強く受けた。 

また、もう１つの思いとして、中学生が使用する道徳の教科書は、発問や授業の展開等、

型にはまらないものがよいと感じている。正解があるものではない授業だと思うので、様々

な発想を生み出した方がよいと思っており、主題ではなく発問が１つだけ定められている

学研教育みらいの教科書は、授業の幅とともに、先生の負担は広がるのかもしれないが、

そういったことを感じた部分でもある。 

別冊についても同様に、別冊があることによって、考えが定められたり、答えを求める

ような展開となってしまうことを少し危惧したところである。 

 

○吉野教育長 

 田中委員は、いかがか。 

 

○田中委員 

 私は、光村図書出版の教科書に、とても魅力を感じている。光村図書出版の教科書から

は、１年間、もしくは３年間を見通して、子どもたちにどんな力を付けさせたいのかとい

うことが伝わってきた。 

まず、教材の構成を見ると、１年間を４つのシーズンに分けて、シーズンごとのねらい

に迫る内容項目の教材を配列している。このことで、１時間の学びが単独で終わらず、年

間を通して系統性をもちながら、子どもたちが考えを深めていけるのではないかと思う。 

 また、教材ごとに設定されている「学びのテーマ」では、「考える観点」を示すだけでな

く、いろいろな立場に立った見方で広げられたり、自分の事として日常生活につなげて考

えられたりするヒントが示されており、扱うテーマの追求の仕方が広く深いと感じた。 

 例えば、８者全てに掲載されている「二通の手紙」という教材に設定されている発問を

比べてみたのであるが、光村図書出版では、他の教科書にはない、「別の立場」からの視点

に立った問いが用意されていた。そういった点からも、多面的多角的な見方や考え方がで

きるような配慮がされている教科書ではないかと考える。したがって、私は光村図書出版

の教科書がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 これまで、皆さんの意見を伺ってきたが、私の意見を述べさせていただく。私は、光村

図書出版、日本文教出版にそれぞれのよさを感じている。また、東京書籍にも惹かれる点

がある。 

まず、これまでの委員さんの意見にもあったように、光村図書出版と日本文教出版は、

行事等を絡めたテーマが上手く設定されていて、１年間の授業を通して、子どもたちの道

徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てるという意識が教科書の中に感じられる。ま

た、いくつかの教材をまとめた「ユニット化」によって、関連する内容項目が自然に結び

ついて、無理なく進めることができるのではないかと思う。 

また、もう１点、やはり、今回の教科化のきっかけとなった「いじめ」の問題について、

どう扱っていくのかという点を、重要視したいと考えている。その点では、どの発行者も

それぞれ考えられていると感じたが、中でも、光村図書出版と日本文教出版は、２つない
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し３つの教材を続けて配置して、集中的にいじめを扱うことで、考えを深めさせようとし

ているところがよいのではないかと思う。東京書籍も、「いじめのない世界へ」というテー

マで、複数の教材を並べて配列しているので、その点では同じだと考える。 

私の意見は以上であるが、その他に意見はあるか。 

 

○荒井委員 

 私も、各者が「いじめ」の問題をどう取り上げているか、関心を持って教科書を見てみ

た。どの教科書もそれぞれ工夫し、いろいろな教材を扱っている。「いじめ」について、直

接的に扱った教材と間接的に扱った教材をバランスよく配置する等の工夫も見られるが、

確かに、教育長が言うように、意識的に配列して、集中的に扱っている教科書であれば、

自然に生徒たちがじっくり考えてくれるのではないかと思う。 

 また、教材を読んだ感想であるが、直接的な教材は、生徒にストレートに伝わるという

よさもあるが、同時に、扱いの難しさも感じた。例えば、学校図書の教材に、いじめられ

た子が自殺を図る部分があるが、描写がとてもリアルなのである。生徒の関心がその部分

に向けられて、本来考えさせたいテーマに、なかなか行きつかないのではないかという不

安を感じた。直接的に表現や教材をどう扱うか、それも難しい問題だと思う。 

 

○吉野教育長 

 掲載されている教材について、もう少し皆さんの意見を聞かせてもらいたいと思う。 

 

○水谷委員 

 荒井委員が言われたとおり、いじめの問題というのは非常に扱いが難しいと感じながら、

各者の教科書を読んでいた。その中で、印象的なものとして、教育出版に、家畜のニワト

リの話があり、「生命」について考えさせる教材として、非常に胸を打たれる内容であった。 

 ただし、そのニワトリに、人間の男の子の名前がつけられているので、もし、何かの拍

子で、からかいや、いじめの対象となってしまうということは、どこまでなのか分からな

いが、細かい点として、気になったのは事実としてある。 

 一方で、教育出版と東京書籍の２者が掲載している、レイフ・クリシュチャンソンの絵

本「わたしのせいじゃない～せきにんについて～」を教材として扱い、非常に考えさせら

れる内容である。子どもたちにとって、「自分のせいじゃない、他人のせいにする」といっ

たものは、個人的には大人にもこういったことを学んでほしいと思うくらい、自分だけよ

ければよいということではない、公正や公平な考え方について、考えさせようとしている

ものであった。個人的な考えとして、このような教材をテーマに持てば、２、３時間くら

いは先生のリードにより、それぞれの子どもたちが考えることで、議論のテーマにもなる

のではないかと思ったところでもある。教科書を選ぶ１つのポイントとして、このような

視点も大切なのではないかと思った次第である。 

 

○林委員 

 私もそう思う。だからこそ、「子どもたちにじっくり考えさせる」という点では、各教科

書の振返りの仕方が大変気になる。どの教科書も、それぞれ工夫されているが、段階的に
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振返りを設定しているのが、教育出版と日本文教出版である。教育出版は教材ごとに、「心

かがやき度」として、星印の数で自己評価するようになっているが、安易な「道徳的諸価

値の理解」の数値化になってしまうのではないかという心配がある。また、日本文教出版

の別冊「道徳ノート」にある「自分への振返り」は、「今日の授業の内容は印象に残った。」

「友達の意見や話し合いから、新しい発見や気付きがあった。」「自分の考えを深めること

ができた」「これから大切にしたいことが分かった。」という観点で、スケール評価するつ

くりになっている。このねらいとしては、生徒が自分の学習を振り返るものなのであるが、

やはり１時間の終わりにこのようなまとめをすると、子どもたちは、じっくり考えること

をおざなりにしてしまうのではないかという不安を感じた。 

 

○吉野教育長 

 日本文教出版の別冊にある振返りについては、年間を通してその生徒の変容を見取るに

は効果的かもしれないが、確かに、林委員が言うような心配もある。 

 この別冊については、先程、荒井委員が言っていたが、いろいろと意見があると思う。

先日の採択検討委員会でも、委員の先生方からこれについて多くの意見をいただいたが、

いかがか。 

 

○水谷委員 

 廣済堂あかつきの別冊は、充実しているが、その反面で内容が多すぎて、50分間の授業

では、少々内容が多いのではないかという感想を持っている。 

 また、日本文教出版の別冊についても、いくつもクラスがある中で、どの先生も同じ内

容の授業を展開できるという点では優れていると思うが、一方で、平準化してしまうこと

で、教材に授業の進展が縛られてしまうのではないかと思った。 

また、検討委員の先生方からあった「生徒が次の展開を予測してしまうことで、授業に

深みが生まれないのではないか」いう話が印象的であり、そこに工夫が必要だということ

も記憶としてある。小学校の先生からも「目の前の子どもたちに向き合って、その子ども

たちの表情を見ながら授業を展開していくことが大事である。」という声があった。中学生

という発達段階においては、いろいろな考えや意見が生み出されるような内容で、多少の

ゆとりというか、考えの幅が生まれるような教材や別冊が求められるのではないかと感じ

たところである。 

 

○田中委員 

 私も、発達段階の違いを考えて、教科書を選ぶ必要があると思う。小学校では、授業の

進め方を分かりやすくするために、ある程度パターン化させることも効果的だと考えるが、

中学校では、生徒が教材を自分に引き寄せ、自分の問題として思考し深めていける授業が

展開されることを望んでいる。その点から考えても、光村図書出版の教材ごとのてびき「学

びのテーマ」というページは、とてもよくできていると思う。 

 

○林委員 

 私も中学生には、小学生とは少し違った雰囲気で、じっくり考え、学んでもらいたいと
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いう思いがある。小学生には写真やイラストの工夫による親しみやすさも重視する必要が

あると思うが、中学生には、イラスト、写真、付録といった付加的な部分ではなく、教材

そのもののよさを重視した教科書で、考えの深まりを感じながら学んでもらいたいと考え

ている。そういった点で、やはり光村図書出版に魅力を感じる。 

また、光村図書出版の教科書は、特別支援教育やカラーユニバーサルデザインの専門家

による校閲や、読みやすさを意識したフォントの採用等、全ての生徒にとって学習しやす

い配慮がなされているようであるので、子どもたちも落ち着いて学習に取り組めると思う。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 ここまで、皆さんから、いろいろと意見をいただいた。それぞれの教科書について、プ

ラスもあり、マイナスもあり、よさもありということで、よく読んでいただいていると分

かったところである。 

これまでの協議をまとめていくと、中学生として、思考を広げて考えを深められる、そ

の授業展開が期待できるというようなこと、それから、皆さんの意見を含めて総合的に考

えてみると、光村図書出版がよいのではないかと感じたところではあるが、いかがか。 

  

【結果】 

全員異議なく「光村図書出版」が採択された。 

 

２ 平成３１年度平塚市立小学校使用教科用図書の採択について（「特別の教科 道徳」を除く） 

 

○吉野教育長 

平成 31年度に平塚市立小学校の児童が使用する教科用図書のうち、「特別の教科 道徳」

以外の教科について採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 31年度平塚市立小学校において使用する「特別の教科 道徳」を除いた教科用図書

について、協議の上、採択をしていただきたいと思う。 

平成 31年度平塚市立小学校において使用する「特別の教科 道徳」を除いた教科用図書

についても、平塚市教科用図書採択検討委員会設置要綱に基づき、採択検討委員会を設置

し、採択に関する必要な事項を教育委員会に報告することを目的に、平成 26年度の調査研

究資料を活用し、研究及び協議をしてきた。 

小学校の「特別の教科 道徳」以外の教科用図書については、平成 32年度に新学習指導

要領全面実施が控えており、平成 29年度検定において新たな申請がなかった。そのため、

文部科学省から「基本的には前回の平成 25年度検定合格図書等の中から採択を行うこと」
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との事務連絡があり、それを受けて、神奈川県教育委員会は「平成 30年度の小学校の採択

替えにおいて、平成 26年度の調査研究資料を活用することとし、専門調査員会を設置しな

い。」こととした。したがって、平塚市教育委員会においても同様に、小学校用の教科用

図書については調査員を置かず、前回の採択替えが行われた平成 26年度の調査研究報告資

料を活用した。また、保護者代表の方にも出席、協議への参加をしていただいた。 

平成31年度小学校において使用する「特別の教科 道徳」以外の教科用図書を協議の上、

採択していただくよう、よろしくお願いいたしたい。 

 

○吉野教育長 

 ただいまの説明について、質問はあるか。 

 

○田中委員 

先程の議事の際にも確認させていただいたが、公正な採択の確保及び検討委員会におけ

る公正な審議という点への対応はいかがか。 

 

○教育指導課長 

「平成 31年度小学校において使用する『特別の教科 道徳』を除く教科用図書」につい

ても、各学校に対して、公正確保の通知を出し、校長会、小・中教頭研究会において、教

科書発行者による献本や自宅訪問等の不正行為がないように、十分注意するよう依頼して

きた。その結果、学校等における不公正な動きは見られなかったことを確認しており、公

正公平に採択されるものと認識している。 

また、検討委員会についても、平成 26年度の調査研究報告資料は公正な内容であり、こ

れに基づいた協議を行うことができたので、会議は公正に進められたと認識している。 

 

○吉野教育長 

 他に質問はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 特に質問がないようなので、平成 31年度平塚市立小学校において使用する「特別の教科

道徳」を除いた教科用図書、各種目の採択に移る。 

 先程、教育指導課長から説明があったが、新しい学習指導要領の全面実施が平成 32年度

に控えており、平成 29年度検定において新たな教科用図書の申請がなかった。今年度、新

学習指導要領に対応した教科用図書の検定が行われるので、来年度、それらの検定合格本

から採択することになる。よって、今回採択する教科用図書は、平成 31年度だけの使用と

なる。 

なお、学習指導要領移行措置期間への対応については、文部科学省及び各発行者が作成

する補助教材や、現行使用教科書の指導内容の記載を参考とすることで、適切な指導が行

われるようになっているので、今回の採択で考慮する必要は、特にないと考えている。 
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 そこで、協議に入る前に１つ、皆さんの意見を伺い、確認したいことがある。先日開催

された採択検討委員会の中で、小・中学校の先生方から、平塚の子どもたちの現状、これ

まで３年間使用してきた上での教科用図書への意見の声をたくさんいただくことができた。

それらを踏まえ、学ぶ子どもたち、教える先生たちが混乱することなく、じっくり学習活

動に取り組めるかという観点も入れながら、協議を進める必要があると考えるが、皆さん、

いかがか。 

 

○林委員 

 私も、教育長が話したその観点を大事にして、協議を進めるべきだと思う。何よりも、

これまで先生方が積み重ねてきた授業実践と研究の成果が、子どもたちの充実した学びに

つながると考える。指導内容等に支障があるならば別だが、先程、教育長が言われたよう

に、新しい学習指導要領実施までの移行措置期間への対応はされるようであるので、現状

として、平塚市の子どもたちにとって、「いい教科書」「使いやすい教科書」を検討するの

がよいと思う。 

 

○吉野教育長 

 他の委員の皆さんも、それでよいか。 

 

○各委員 

 異議なし。 

 

○吉野教育長 

 それでは、小学校の「特別の教科 道徳」を除く教科用図書の採択に移る。 

 

【国語】 

○吉野教育長 

 国語から意見を伺う。 

 

○荒井委員 

 国語科では、実生活で生きて働く国語の能力を磨いていくことが何よりも重要だと、私

は考えている。学校で学ぶ子どもたちは、日常生活で使う言葉はもちろん、それぞれの教

科や活動の基本となる言葉の力や国語の能力を、国語の授業を中心にして身に付けてもら

いたいと考えている。どの発行者の教科書も、その点を重視して、様々な工夫がされてい

るように思われた。 

 

○田中委員 

 現在使用している東京書籍の教科書では、教材ごとに「言葉の力」を大切にしている。

巻末の「言葉の世界」では、学年にあった読書教材や「話すこと・聞くこと」「書くこと」

「読むこと」のポイントが加えられているとともに、学習で使用する言葉も丁寧に説明さ

れている。子どもたちも、国語の授業だけでなく、総合的な学習の時間等でも自発的に活
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用していると聞いている。東京書籍の教科書は、「言葉が豊かになる」ことで学びが広がる

ことを、子ども自身が実感できる教科書なのではないかと思う。 

 

○水谷委員 

 採択検討委員会でも、様々な場面で、子どもたちの語彙の乏しさが見られるということ

が、話題に挙がっていた。情報化が急速に進展している社会で生きていく子どもたちであ

るので、多くの情報から必要なものを取り出したり、正確に理解して整理していく能力が、

これからどんどん必要になる。そのためにも、言語能力をしっかり身に付けることが大事

である。 

 その中で、検討委員の先生からは、「子どもたちが、国語の教科書を使って、言葉の力を

高め、他の教科の学習でも活用することができるようになっている。」という意見があり、

その話を聞き、現在使用している東京書籍の教科書がよいのではないかと思った。 

 

○吉野教育長 

 国語の授業で身に付けた力を活用することの大切さについて、いろいろと意見を伺った。

東京書籍の教科書には、「つながる」「ひろがる」というコーナーで、他の教科や毎日の生

活の中で生かしていくためのヒントが添えられており、そのあたりを強く意識して作られ

ていると感じる。 

 それでは、国語については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【書写】 

○吉野教育長 

 続いて、書写に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 先程の国語の協議とも重なるのであるが、やはり、書写の学習で身に付けた「正しく整

えて文字を書く」力は、他の教科での学習や日常生活で生かせるのだということを、子ど

もたちが実感することが大切だと考えている。その点においては、どの者の教科書もそれ

ぞれ工夫されているので、どれを使っても十分効果が期待できるのではないかと感じてい

る。 

 

○田中委員 

 確かに、林委員の言われた視点はとても大切だと私も思う。子どもたちには、楽しんで

文字を書いてもらいたいと思う。また、書写の授業を通して、もっと整った美しい文字を

書けるようになりたいと思うようになってほしいと望んでいる。そういった点から教科書

を見ると、東京書籍では、毛筆の全ての題材に、朱墨と薄墨を組み合わせた手本が、他社

と比べて大きな枠で示されており、穂先の動きが視覚的に捉えられるようになっている。
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小学生の発達段階を考えると、このような工夫はとても効果的だと感じるので、東京書籍

の教科書がよいのではないかと思う。 

 

○吉野教育長 

 ２人の委員から意見をいただいたが、他にはいかがか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

それでは、書写については、東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

 

【社会】 

○吉野教育長 

 続いて、社会に移る。小学校社会科は、地域社会や我が国における人々の社会生活を、

広い視野から捉え、総合的に理解することを通して、公民的資質の基礎を養うことをねら

いとする教科である。また、教科としての社会科は、小学校３年生からスタートする。そ

ういった観点から、何か意見はあるか。 

 

○水谷委員 

 「社会生活」というものが最終的に指すのは、国際社会まで広がっていると思うが、小

学校においては、まずは子どもが身近な社会に関心を持つことから始まる。そういった点

から考えると、小学校の教科書には、子どもが自分のこととして向き合える、身近な話題、

身近な場所が教材として取り上げられている教科書がよいと思う。 

 現在使用している教育出版の教科書には、神奈川県内の地域の絵地図、航空写真や商店

街の写真等、神奈川県に関する資料が多く取り入れられているので、子どもたちも自然と

興味関心を持って、学習することができているのではないかと感じる。 

 

○荒井委員 

 私も同様に、地域素材が豊富かどうかという点を大事にしたいと考えている。子どもた

ちが、身近なものから無理なく学習に入っていくことができる、そんな期待が持てる。そ

の点では、教育出版の教科書は、平塚の子どもたちにとって適した教科書だと思う。 

 

○林委員 

 もう１点、社会科というのは、様々な問題を解決するために追究していくための教科で

もあるので、問題解決的な学習を進めていく流れになっているかどうかということも確認

する必要がある。その点においてはどの者においても、主体的に進められるよう筋道の見

通しを示しているように思われた。 
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○吉野教育長 

 いろいろと意見をいただいたが、他にはあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎を培うために、問題解決的な学習の充

実は大変必要である。その点については、現在使用している教育出版も含め、どの者もそ

れぞれ工夫されているが、社会科については、身近な地域素材が豊富である教育出版でよ

いか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 

 

【地図】 

○吉野教育長 

続いて地図に移る。いかがか。 

 

○荒井委員 

 先程、吉野教育長から、社会科では問題解決的な学習の充実が必要だという話があった。

そういった点でみれば、東京書籍も帝国書院も、各学年で学習する内容に関連した資料が

数多く取り上げられている。また、他教科や総合的な学習の時間等で活用できるような工

夫もされていると思う。 

 

○林委員 

 その点について、先日の採択検討委員会では、現在使用している帝国書院の地図帳を、

社会科の時間だけではなく、総合的な学習の時間や朝の自習の時間にも子どもたちが自主

的に活用している姿が見られるという話があった。 

帝国書院の地図帳には、地図や地名に関する豆知識が、文章やイラストで示されていて、

子どもたちが興味関心をもつための工夫がなされていると思う。こうした工夫が子どもた

ちの自主的な活用につながっているのではないかと感じる。 

また、「日本のすがた」というページの統計表の中には、神奈川県のふるさと自慢として

「湘南ひらつか七夕まつり」が記載されている。子どもたちは、自分たちが住んでいる平

塚市をより身近に感じることができるのではないか。 

 

○田中委員 

 私は、帝国書院の巻末資料がとても充実していると思う。統計資料においては、都道府

県別の農業生産額や工業生産額等がより詳細に掲載されている。また、農産物や工業製品

がどの都道府県で多く生産されているか帯グラフでも表されているので、子どもたちの調
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べ学習をより助けるものになるのではないかと感じた。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 皆さんの意見をまとめると、子どもたちが興味関心をもって学習するための工夫という

点、調べ学習での活用の充実という点から、現在使用している帝国書院の地図を継続して

使用することがよいと考えるがいかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「帝国書院」が採択された。 

 

【算数】 

○吉野教育長 

 続いて、算数に移る。算数というと、やはり学年が上がるにつれてつまずいてしまう子

が多くなる教科の一つだと言える。そういった点も踏まえながら、意見を伺いたいと思う

が、いかがか。 

 

○水谷委員 

 特に、算数は学年が上がるに連れてつまずいてしまったり、離れていってしまう子ども

が多いのではないかと感じている教科である。現在使用している教育出版の教科書は、吹

き出しや、図を使って解き方の手がかりとなる説明が丁寧にされていると感じる。コンパ

スの使い方や、垂直・平行な直線の書き方等は、必要な学年に繰り返しその使い方が掲載

されており、学んだことを振り返ったり、場合によっては学び直したりすることができ、

学年が上がっていくにしたがって、つまずいてしまった場合でも、もう一度戻れるような

工夫にもなっていると感じている。 

 

○荒井委員 

 私も教育出版がよいと思う。基礎的基本的な知識や技能の定着を図るために、どの者に

も既習事項を振り返るためのページや反復練習をするためのページが設けられているが、

その中でも教育出版は、巻末に「きほんの問題」と「レベルアップ問題」が解答付きで掲

載されている。個に応じて主体的に取り組めるようになっているし、家庭学習としても繰

り返し取り組むことができるのではないか。 

 

○田中委員 

 基礎的基本的な知識や技能を確実に身に付けていくことはもちろん大切であるが、身に

付けた知識や技能を活用していくことも極めて重要なことだと私は考えている。そういっ
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た点で、現在使用している教育出版には、「算数ワールド」というコーナーが設けられてい

て、様々な算数的活動や発展的な学習が盛り込まれている。「算数ワールド」への取組を通

して、子どもたちは、算数で身に付けた力を他教科や生活の中で活用できることが分かり、

学習を意味あるものとしてとらえることができるのではないかと考える。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 皆さんからは、教育出版のよさについての意見を多くいただいた。私からも、一つ付け

加えると、教育出版の６年生「対称な図形」のところには、平塚市のマークも掲載されて

おり、地図と同様、子どもたちにとって平塚を大変身近に感じる教科書だと感じる。 

 それでは、算数については教育出版でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 

 

【理科】 

○吉野教育長 

 では、続いて理科に移る。意見について、いかがか。 

 

○荒井委員 

 理科の教科書には、教科の目標からも、見通しを持って観察や実験を行ったり、それら

の結果を整理し、考察し、表現したりするための工夫が大切だと考える。 

 どの教科書にも結果を整理し、まとめていくための工夫として、観察カードやノートの

例が示されている。そういった点ではどの者も工夫されていると感じた。 

 

○林委員 

 採択検討委員会でも話があったが、現在使用している大日本図書の教科書には、単元末

の「確かめよう」「学んだことを生かそう」というコーナーがある。学んだことを生活との

かかわり合いの中で見直し、実感を伴った理解を図ることについては、どの教科書も大事

にしているようであるが、大日本図書では、自分の言葉で説明する学習活動を設定してい

るところが、とてもよいと思う。啓林館の教科書では別冊があり、そちらにも「説明する」

学習が設定されているが、別冊となると「書く」ための時間が多く必要になってしまうの

ではないかと考える。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 
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（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 どの教科書も、理科の目標に沿った工夫がされているという話を伺った。学んだことを

自分の言葉で説明することを通して、実感を伴った理解を図れるという点で、大日本図書

を採択したいと考えるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「大日本図書」が採択された。 

 

【生活】 

○吉野教育長 

 では、続いて生活に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 採択検討委員会で、「生活科では気付きの質が高まる学習活動の深まりが大切だ。」とい

う話があった。この点については、どの者も繰り返し対象にかかわる学習活動を設定した

り、伝え合い交流し合う活動例を示したりする等、工夫がされていると思う。 

 

○田中委員 

 幼児期の教育から小学校教育への円滑な接続という点で期待が高まっている中、私は、

生活科が果たす役割には大きなものがあると考えている。生活科の教科書は、子どもたち

が小学校で初めて開く教科書の一つとなる。 

 小学校で学ぶことへの期待を膨らませ、学習活動に入っていける教科書という視点でみ

ると、東京書籍は巻頭で９ページにも渡って写真を大きく用いた「すたあとぶっく」によ

り、学校生活を紹介している。子どもにとってはもちろん、保護者にとっても分かりやす

く、これからの学校生活や学習に興味が湧くつくりになっていると思う。 

 

○水谷委員 

 生活科は学校の外に出て活動する機会もあるので、安全への配慮も大切になる。そうい

った視点でも東京書籍は、危険行為への注意喚起を促す「やくそく」コーナー、危険な虫

や植物への「ちゅうい」マークが写真や絵とともに分かりやすく示されている。安全や事

故防止につながる配慮がされている点でも、東京書籍がよいかと思う。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 



－17－ 

○吉野教育長 

 委員の皆さんから、生活の学習で大切にしたい様々な視点から意見を伺うことができた。 

それでは、生活については東京書籍でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「東京書籍」が採択された。 

  

【音楽】 

○吉野教育長 

続いて、音楽に移る。いかがか。 

 

○水谷委員 

 教育出版も、教育芸術社も歌唱教材と共に、写真や絵が大きく掲載されている。子ども

たちは、曲のイメージを膨らませながら音楽に親しむことができると思った。 

 教育出版には、鍵盤ハーモニカの写真が見開き１ページで掲載されている等、見やすさ

でいえば教育出版の方がよいと感じる。 

 

○荒井委員 

 イラストの楽しさや、迫力、はっきりとした色使い等、教育出版の教科書は見ていて楽

しいものになっている。そのような教科書は、子どもたちの楽しい表現活動にもつながっ

ていくと思う。 

 

○田中委員 

 滑らかな接続という意味では、私も教育出版を推したいと思っている。教育出版は、就

学前の経験を生かした活動、例えば、遊びや身体表現を通して音楽の基礎的基本的な内容

を身につけられるような活動が多く取り入れられている。さらに、遊び方や身体表現の仕

方が写真や絵で分かりやすく示されていて、子どもたちが楽しく音楽に親しめるような配

慮がされていると感じる。楽しい活動は、音楽科の目標でもある、音楽を愛好する心情と

音楽に対する感性を育て、豊かな情操を養うことにつながっていくと思う。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 皆さんから意見を伺ったところ、教育出版がよいとの声が多いようであるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「教育出版」が採択された。 
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【図画工作】 

○吉野教育長 

それでは、図画工作に移る。いかがか。 

 

○林委員 

 図画工作の教科書は、開隆堂、日本文教出版ともに、たくさんの作品が掲載されていて、

子どもがワクワクするような教科書だと思う。材料や道具の扱いについても、それぞれ工

夫してまとめてあるし、中学校の美術科や技術科との接続も意識して作られていると感じ

た。 

 

○水谷委員 

 両者ともに、多くの作品が紹介されているが、現在使用している日本文教出版の教科書

には、児童の作品や活動の様子が多く掲載されているように感じる。作家の作品に触れる

ことも、もちろん大事なことであるが、自分たちと同じような児童の姿が教科書に載って

いることで、「自分でも作ってみよう」という意欲につながると思うので、日本文教出版の

教科書がよいのではないか。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 日本文教出版の教科書には、児童の活動の様子や作品が多く、子どもたちが主体的に学

習活動に取り組める教科書だという話を伺うことができた。私としても、日本文教出版が

よいのではないかと考えるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「日本文教出版」が採択された。 

 

【家庭】 

○吉野教育長 

それでは、家庭に移る。いかがでしょうか。 

 

○田中委員 

 家庭科は、調理や裁縫等の基礎的な技能を習得するための実習が多い教科であるので、

子どもたちが安全に学ぶための工夫がされている教科書でなければならない。東京書籍も

開隆堂も、それぞれ写真等を使って工夫されていると感じている。 

 また、生活をよりよくしようとする実践的な態度を育てることが家庭科の目標であるが、
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現在使用している開隆堂の教科書は、学んだことを日常生活に生かそうという例示がたく

さん掲載されている。特に、「家庭でじっせんしよう チャレンジコーナー」は、子どもた

ちの意欲を高めるページになっているように思う。 

 

○荒井委員 

 子どもたちが、自発的に「やってみよう」という気持ちになりやすい教科書であること

は、とても大事だと思う。１食分の献立を考える学習は、子どもたちが意欲的に取り組む

学習だと思うが、開隆堂では、おかずの例にそれぞれ難易度が示されていた。さりげない

工夫ではあるが、一人一人の子どもたちが自分に合わせて選びやすくなっていると感じた。 

 

○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 それでは、家庭については、開隆堂でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「開隆堂」が採択された。 

 

【保健】 

○吉野教育長 

それでは、保健に移る。いかがか。 

 

○水谷委員 

 子どもたちが、心と体の健康について考える「保健」の授業は、とても大切だと思う。

どの者もイラスト等を多く使って、子どもたちが理解しやすいように工夫されているが、

現在使用している学研教育みらいの教科書は、Ａ４版で作られていて、ゆとりのある紙面

で、図や写真が見やすくできている。また、１時間の授業内容が２ページにまとめられて

いて、冒頭には「ここで学ぶこと」として、学習課題が明確に示されているので、ねらい

をもって、基礎的な知識をしっかり身に付けられるつくりになっていると思う。 

 

○荒井委員 

 検討委員会で、中学校の先生から「小学校で学んだ知識を中学校で深めていく。」という

発言があった。保健に限ったことではないが、保健の授業数は多くないので、１時間１時

間の授業で扱う内容が整理されていることは大切だと感じる。そういう点からも、学研教

育みらいの教科書はよくできているのではないか。 
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○吉野教育長 

 その他に意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 保健は、子どもたちが毎日の生活と健康、自分の体について考える教科である。何を学

ぶのか、どこに生かしていくのかということが、子どもたちにはっきり伝わる教科書がよ

いと考える。学研教育みらいの教科書は、その点を十分意識したものになっているようで

あるが、いかがか。 

 

【結果】 

全員異議なく「学研教育みらい」が採択された。 

  

３ 議案第１２号 平成３１年度平塚市立中学校使用教科用図書の採択について（「特別の教科 

道徳」を除く） 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 31年度に平塚市立中学校の生徒が使用する教科用図書のうち、「特別の教科 道徳」

以外の教科について採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

「特別の教科 道徳」を除く、平成 31年度平塚市立中学校使用教科用図書の採択につい

ては、「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条において、「政令

で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科書を採択するものとする。」とある。平塚

市立中学校使用教科用図書は、平成 27年度に採択され、平成 27年度から 30年度の４年間、

種目ごとに同一の教科書を採択することになっている。 

よって、資料を確認の上、採択をしていただくようお願いいたしたい。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

４ 議案第１３号 平成３１年度平塚市立小学校使用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択につ

いて 

 

【提案説明】 
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○吉野教育長 

平成 31年度に平塚市立小学校の児童が使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書につ

いて採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 31年度平塚市立小学校使用教科用図書「特別の教科 道徳」の採択については、平

成 29年３月 28日付け文部科学省通知「教科書採択における公正確保の徹底等について」

において、「特例として、平成 29年度に新たに採択されることとなる、小学校『特別の教

科 道徳』の教科書に関しては、平成 29年度及び 30年度の２年間同一の教科書を採択し

なければならないこと」になっている。よって、資料を確認の上、採択をしていただくよ

うお願いいたしたい。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

５ 議案第１４号 平成３１年度平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書の採択に 

ついて 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平成 31年度に平塚市立小・中学校特別支援学級の児童・生徒が使用する教科用図書につ

いて採択するものである。詳細は教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 31年度平塚市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書については、学校教育法附

則第９条により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学大臣が著作の名

義を有する教科用図書以外の図書を使用することができる。 

資料にある「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録（平成 31年度使用）」、「平成

31年度用一般図書一覧」、「平成 31年度平塚市立中学校特別支援学級において使用する

一般図書（「平成 31年度用一般図書一覧」以外）」、本市で採択された教科書及び下学年

の使用教科書、拡大教科書（弱視者用含む）からの選定となるので、確認いただき、採択

をお願いいたしたい。 

 

【質疑】 

な し 

 

 



－22－ 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

【休憩】 

○吉野教育長 

 それでは、ここで 15時 10分まで暫時休憩とする。 

 

（15時 10分再開） 

 

【再開宣言】 

○吉野教育長 

 それでは、休憩前に引き続き審議を再開する。 

 

６ 議案第１５号 平成３０年度平塚市体育功労者被表彰者の決定について 

 

【提案説明】 

○吉野教育長 

平塚市体育功労者表彰要綱に基づき、選考委員会から本市体育の振興に顕著な成果を挙

げたとして、個人７名の候補者の推薦を受けたので、被表彰者としての決定するものであ

る。詳細はスポーツ課長が説明する。 

 

○スポーツ課長 

平塚市体育功労者表彰は、平塚市体育功労者表彰要綱に基づき、スポーツの健全な普及

及び発展に貢献した方々を表彰するものである。表彰の基準は、要綱第２条に定められて

いる４項目である。「（１）地域または職域において 10年以上、体育、レクリエーション

の普及奨励に努め、その功績が顕著であるもの」、「（２）スポーツマンとして実践生活

が常に他の模範となるもの」、「（３）体育の発展のための価値ある研究をなしたもの」、

「（４）その他、表彰に値すると認められる業績、または行為があったもの」となってい

る。表彰候補者の選考については、表彰要綱第４条に基づき、各種スポーツ団体の代表者

ら７名の委員で構成された選考委員会において、選考されている。選考委員会は、７月２

日に開催し、協議の結果、７名を被表彰者として推薦することとなったので、表彰候補者

の決定について、審議していただきたい。決定された表彰者は、８月 19日に開催する第

67回市民総合体育大会開会式の中で、表彰を行う予定である。 

それでは、表彰候補者の功績概要について、順次説明する。平塚市体育協会から推薦が

あった相馬氏は、現在、平塚市ヨット協会会長を歴任されており、主な功績としては、ヨ

ット競技の普及・振興に貢献していただいている。同じく、平塚市体育協会から推薦があ

った八田氏は、平塚市体育協会理事、平塚柔道協会理事長を歴任されており、主な功績と

しては、柔道の普及・振興に貢献していただいている。平塚市体育振興連絡協議会から推

薦があった島田氏は、現在、平塚市体育振興連絡協議会会計、中原地区体育振興会会長を

歴任されており、主な功績としては、中原地区の体育振興に貢献していただいている。同
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じく、平塚市体育振興連絡協議会から推薦があった桐山氏は、現在、富士見地区体育振興

会で顧問を歴任されているおり、主な功績としては、富士見地区の体育振興に貢献してい

ただいている。平塚市スポーツ推進委員協議会から推薦があった高梨氏は、現在、平塚市

スポーツ推進委員、八幡地区体育振興会副理事長、平塚市剣道連盟理事長、崇善剣友会支

部長を歴任されており、主な功績としては、八幡地区体育振興会副理事長、そしてスポー

ツ推進委員として、地域スポーツの振興に貢献していただいている。平塚レクリエーショ

ン連盟から推薦があった鎌形氏は、現在、平塚レクリエーション連盟理事、平塚フォーク

ダンス協会副会長、平塚旭フォークダンスクラブ代表を歴任されており、主な功績として

は、フォークダンスを通して市民の健康・体力づくりの推進に寄与していただいている。

平塚市スポーツクラブ連合から推薦があった和田氏は、現在、平塚地域小学生バレーボー

ル連盟会長、平塚市小学生バレーボール連盟会長を歴任されており、主な功績としては、

バレーボールを通じて青少年の健全育成に貢献していただいている。 

 

【質疑】 

な し 

 

【結果】 

全員異議なく原案どおり可決された。 

 

７ 請願第１号 平塚市教育委員会会議規則第１９条に基づく請願 

 

【説明】 

○吉野教育長 

平成 30年６月 20日付けで「平塚市教育委員会会議規則第 19条に基づく請願」が提出さ

れ、教育委員会平成 30年６月定例会で「継続審査」としたので、再度審議するものである。

請願の内容について再度、教育指導課長が説明する。 

 

○教育指導課長 

平成 30年６月 20日付けで「平塚市教育委員会会議規則第 19条に基づく請願」が提出さ

れた。請願者の住所、氏名等の情報は、平塚市情報公開条例第５条第１号の規定により非

公開としている。 

この請願は、平成 30年６月 20日に受理し、６月定例会で継続審査となったため、この

７月定例会で審議をしていただくことになった。よろしくお願いいたしたい。 

この請願の趣旨は、「平塚市立土沢中学校銃剣道授業は中止すべきである」というもので、

その理由として次の５つの内容を述べられている。 

１点目として、「土沢中学校長の教育編成権について」ということである。土沢中学校の

授業の開始時期には、銃剣道の教科書への記載がなく「教科書以外の教材の使用」となる

ので、平塚市教育委員会の承認を受けなければ実施できない。承認を受けていないのであ

れば、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を逸脱した行為となり、違法であるとい

う内容である。また、文部科学省が実施した中学校学習指導要領案に対するパブリックコ
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メントの概要について、議会で説明がなかったので、議会説明が虚偽説明となり違法であ

るという内容となっている。 

２点目は「指導教師の能力について」ということである。戦争中に敵を殺傷することを

目的に軍事教練として実施されていた銃剣道に対して、たった 1回模擬授業を実施しただ

けの教師に対して、教える能力・資質があると判断したのは安易であり、平塚市教育委員

会の中学校教師に対する対処は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条第５号

等に関しての管理及び執行に対して不適切であり、教師に銃剣道の危険性に対する十分な

能力・資格はない、という内容となっている。 

３点目は「歴史的経緯を伝えることについて」ということである。銃剣道の授業に限ら

ず、その歴史的経緯を伝えることは重要だとしながら、今日では現代的スポーツだからよ

いとの判断には、理論的思考がない。歴史的経緯を十分考慮しない銃剣道の授業は中止す

べきである、という内容となっている。 

４点目は「学習指導要領に銃剣道が追記されたことについて」ということである。文部

科学省は、政治家の要請を受けて、銃剣道を学習指導要領に追記したのである。政治家の

不当な支配を受け、銃剣道が追記された学習指導要領は、違法な学習指導要領であり、違

法な学習指導要領に従う義務はない、という内容となっている。 

５点目は「平塚市教育委員会の責務について」ということである。土沢中学校における

銃剣道授業は、教育基本法の趣旨から逸脱しており、本来あってはならない教育である。

平塚市教育委員会は、教育基本法の趣旨に立ち返り、即刻、土沢中学校における銃剣道授

業を中止すべきである、との内容となっている。 

以上が、請願についての概要となる。また、請願書の他に、別紙として４つの関連資料

が添付されている。審議をお願いいたしたい。 

 

【審議】 

〇吉野教育長 

 それでは、この請願について、質問や意見があれば伺いたいと思う。項目及び内容が多

岐にわたっているので、まず、請願理由の１点目「土沢中学校長の教育編成権について」

はいかがか。 

 

〇水谷委員 

 確認として、「教育編成権」ということについて、規定があれば説明してほしい。 

 

〇教育指導課長 

 「教育編成権」という文言は、法規等では使用が確認できないので、「教育課程の編成」

ということで説明する。 

教育課程に関する法制については、学校教育法第 48条に「中学校の教育課程に関する事

項は、第 45条及び第 46条の規定並びに次条において読み替えて準用する第 30条第２項に

従い、文部科学大臣が定める。」とある。 

また、文部科学大臣の定めとは、学校教育法施行規則第 72 条に「中学校の教育課程は、

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、
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総合的な学習の時間並びに特別活動によって編成するものとする。」とある。また、同施行

規則第 74 条には、「中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程

の基準として、文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。」とあ

り、教育課程は国が定めるものである。 

続いて、教育課程の編成と教育委員会の役割についてであるが、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律では、第 21条第５号において、教育委員会は、所管する公立学校の教

育課程に関する事務を管理、執行することとされている。また、同法第 33条第 1項により、

教育委員会は、法令または条例に違反しない限度において、教育課程について必要な教育

委員会規則を定めるものとされている。これらの規定に基づき、教育委員会は教育課程に

ついて規則等を設けている場合には、学校はそれに従って教育課程を編成しなければなら

ない。とされている。 

平塚市教育委員会では、平塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第６条で、

「学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。」と定めている。また、

第２項で、「校長は前項の教育課程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教

育委員会に報告する」と規定し、「（１）各教科、道徳、特別の教科である道徳、外国語活

動及び総合的な学習の時間の学年別授業時数」、「（２）特別活動の種類及びその学年別授業

時数」、「（３）選択教科の種類及びその学年別授業時数」としている。 

最後に、学習指導要領では、「各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法

令並びにこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、

地域や学校の実態及び生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して、適切な教育課程

を編成するものとし」と記載があり、学校の長たる校長が責任者となって編成することで

あると記載されている。 

 

〇水谷委員 

 今の説明からすると、各中学校の教育課程の編成は、校長が行うものということでよい

のか。 

 

〇教育指導課長 

 そうである。 

 

〇荒井委員 

 請願において「教科書以外の教材の使用」について、教育委員会への届出や承認につい

て述べられているが、この部分について説明をしてもらいたい。 

 

〇教育指導課長 

 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学省が著作の名

義を有する教科用図書を使用しなければならないが、教科用図書以外の図書その他の教材

で、有益適切なものは、これを使用することができることが、学校教育法第 34条第２項及

び第 49条に定められている。 

 平塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第 11 条では、「教科書等と併せて使
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用する副読本やその他学習指導で使用する学習帳、練習帳、資料集等、各種学習帳の類を

使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に教材の届出をするもの」としている。 

 

〇荒井委員 

 そうすると、銃剣道は「教材」ではないということか。 

 

〇教育指導課長 

 銃剣道は、保健体育科体育分野 武道の一つの「種目」であり、「教材」ではない。よっ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 33条第２項にある「教科書以外の教材の

使用」について、あらかじめ、教育委員会に届けさせ、または教育委員会の承認を受けさ

せると規定するものには該当しない。 

 

〇林委員 

 先程の説明の中で、「中学校の教育課程については、学習指導要領によるものとする。」

「学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。」と言われていた。銃

剣道は、学習指導要領の中では、どのように記述されているのか。 

 

〇教育指導課長 

 現在、使用されている現行の学習指導要領では、武道の運動種目は、柔道、剣道、相撲

の中から１種目を選択して履修できるとし、地域や学校の実態に応じて、なぎなた等のそ

の他の武道についても履修させることができる、その他の武道は、示された各運動種目に

加えて履修させることとしている。巻末参考資料に、日本武道協議会加盟団体実施種目と

して「柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた、銃剣道」が示

されている。 

 

〇林委員 

 新学習指導要領では、いかがか。 

 

〇教育指導課長 

 新学習指導要領では、柔道、剣道、相撲の中から１種目を選択して履修できる、学校や

地域の実態に応じて、空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳法、銃剣道等について

も履修できるが、原則として、柔道、剣道または相撲に加えて履修させること、と示され

ている。 

 

〇林委員 

 ということは、現行の学習指導要領でも、新学習指導要領でも、銃剣道は、武道の種目

として実施可能な種目ということか。 

 

〇教育指導課長 

 そのように認識している。 
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〇吉野教育長 

 その他にあるか。 

 

○田中委員 

 銃剣道は「教材」でないということが明確となっている。そうすると、平塚市教育委員

会への届出と承認を受ける必要はなく、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 33

条第２項の逸脱及び第 21条第５号の逸脱」ということには、当てはまらないと思う。 

 

○教育指導課長 

 また、請願にある、議会での説明については、教育指導担当部長の答弁内容は事実であ

るので、虚偽説明にはあたらないと考えている。 

 

○吉野教育長 

 １点目については、他にいかがか。 

  

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

なければ、請願理由の２点目「指導教師の能力について」はいかがか。 

 

○田中委員 

 指導教師の能力について問われているが、当該教諭は、教育職員免許法第３条で定める

免許状を有しており、中学校の保健体育科の授業において、学習指導要領に則った銃剣道

の授業を実施することは、問題ないと思う。 

 

○水谷委員 

 当該教諭が参加された研修について、具体的に説明してもらいたい。 

 

○教育指導課長 

 当該教諭が参加した「中学校武道授業指導法研究事業」は、日本武道館・日本武道協議

会・全日本銃剣道連盟が主催しており、文部科学省等が後援となっているものである。銃

剣道未経験者の教員を対象に、基礎的な技能及び基本的な指導法を習得することを目的と

している。 

教員が安全に授業を行えるようにするため、現行学習指導要領に準拠した授業指導法や

銃剣道の特性を踏まえた指導計画、指導内容、指導法、評価等について研究協議する内容

となっている。 

 

○水谷委員 

 実際に、銃剣道以外の武道でもこのような研修はあるのか。 
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○教育指導課長 

 それはある。中学校保健体育科における武道の必修化を踏まえ、保健体育科教員を対象

に、このような研修が実施されている。 

具体的には、柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた、銃剣

道で、それぞれ実施されている。指導者の養成と指導力の向上等を目的とした研修を行い、

武道の指導力の充実を図っている。 

 

○水谷委員 

 保健体育の先生方は、武道に限らず、器械運動、陸上競技、水泳、球技、ダンス等、た

くさんの領域を教えなければならないので、自身の専門以外の内容や種目を扱うにあたり、

先生方にとって、研修を受けて実践を重ねていくことは大変重要なことだと思う。 

 

○荒井委員 

 当該教諭は、保健体育科の教員免許を有し、研修会に参加することで、理論と実技を通

して銃剣道の理解を深め、専門的な知識・技術・指導法の充実を図っているので、指導教

師の能力については問題ないと思う。 

 

○吉野教育長 

 その他、いかがか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 なければ、請願理由の３点目「歴史的経緯を伝えることについて」はいかがか。 

 

○林委員 

 武道は、中学校で初めて学習する内容である。授業を実践されるにあたって「歴史的経

緯を伝える」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。。 

 

○教育指導課長 

 学習指導要領では、武道の基本動作や基本となる技ができるようにするとともに、武道

の成り立ち、伝統的な考え方、技の名称や行い方、関連して高まる体力等を理解し、課題

に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにするとしている。 

また、相手を尊重し、伝統的な行動の仕方を守ろうとすること等も指導している。さら

に、伝統的な考え方として、単に試合の勝敗を目指すだけではなく、技能の習得等を通し

て、礼法を身につけさせる等、人間としての望ましい自己形成を重視するといった考え方

があることを理解させる指導もしている。 

 

○林委員 

 学習指導要領で、武道の特性や成り立ち、伝統的な考え方等を理解させるということが
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示されているということか。 

それでは、改めて銃剣道自体の歴史的経緯についても確認したい。 

 

○教育指導課長 

 銃剣道の授業に限らず、学習の単元のはじめには、種目に関するガイダンスや学習内容

等について、子どもたちに見通しを持ってもらうために説明が行われている。特に、武道

は、どの種目も、かつては戦場等で敵を倒すための武術に起源があり、銃剣道に限らずそ

の歴史的経緯を伝えることは重要であると考えている。 

銃剣道は、戦時中は「銃剣術」として戦闘の手段であったが、戦後はスポーツとしての

道を歩み、現在では国民体育大会の正式種目として行われているとともに、小・中学生の

全国大会も開催されている。 

 

○林委員 

 なるほど、銃剣道は、戦時中は「銃剣術」として戦闘の手段だったが、戦後はスポーツ

としての道を歩み、現在では国民体育大会の正式種目としても実施されているとのことで

ある。それに、小・中学生の全国大会も開催されていることは私も知らなかった。「武術で

ある銃剣術」から「武道としての銃剣道」への変遷については、説明を受けて理解した。 

 

○吉野教育長 

 他に、質問や意見はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 なければ、請願理由の４点目「学習指導要領に銃剣道が追記されたことについて」は、

いかがか。 

 

○荒井委員 

 請願理由１点目の中でも説明があったが、「学校の教育課程は、学習指導要領の基準によ

り、校長が編成する。」と定められているとのことであるが、その学習指導要領について確

認したい。 

 

○教育指導課長 

 学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられる

ようにするため、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程を編成する際の基準を、文部

科学省が定めたもので、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めている。 

また、これとは別に、学校教育法施行規則で、教科等の年間の標準授業時数等が定めら

れている。各学校では、この学習指導要領や年間の標準授業時数等を踏まえ、地域や学校

の実態に応じて、教育課程を編成している。 
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学校教育法施行規則第 74条では、「中学校の教育課程については、この章に定めるもの

のほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるも

のとする。」となっている。 

 

○荒井委員 

 今の説明から考えると、学習指導要領を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、学校の長

たる土沢中学校長が責任者となって編成した教育課程は、尊重されるべきものだと思う。 

 

○吉野教育長 

 請願にある新学習指導要領については、国が定めているものであり、平塚市教育委員会

が関与するものではなく、その「違法性」について平塚市教育委員会が言及する立場には

ないと考える。委員の皆さん、いかがか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○吉野教育長 

 請願理由の５点目「平塚市教育委員会の責務について」である。学習指導要領の冒頭に、

教育基本法の全文、学校教育法の抜粋が収録されている。また、学習指導要領の第１章「総

則」第１教育課程編成の一般方針の冒頭に、「各学校においては、教育基本法及び学校教育

法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い、生徒の人間としての調和のとれた

育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して、

適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するように教育を行うも

のとする。」と規定されている。 

 

○田中委員 

 今の説明からすると、学習指導要領が教育基本法等の理念を踏まえたものであることは

明らかである。平塚市立土沢中学校では、学習指導要領に則って「武道」の種目として実

施できる内容で教育課程を編成しているので、「教育基本法の趣旨から逸脱している」こと

にはならないと思う。 

 

○吉野教育長 

 また、平塚市教育委員会の責務についてであるが、平塚市教育委員会では、平塚市立小

学校及び中学校の管理運営に関する規則第６条で、「学校の教育課程は、学習指導要領の基

準により、校長が編成する。」と定めている。また、同条第２項で、「校長は前項の教育課

程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教育委員会に報告する」と規定し、

教育指導課長の説明を繰り返すことになるが、「（１）各教科、道徳、特別の教科である道

徳、外国語活動及び総合的な学習の時間の学年別授業時数」、「（２）特別活動の種類及びそ

の学年別授業時数」、「（３）選択教科の種類及びその学年別授業時数」、となっている。 
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○林委員 

 説明を受けて、平塚市教育委員会としては、法に則ってきちんと責務を果たしているの

だということが分かった。 

 

○吉野教育長 

 その他、意見、質問はあるか。 

 

（質問等の意見なし） 

 

○吉野教育長 

 なければ、請願理由の１から５について、各委員から意見を頂戴した。 

それでは、この請願について、いかがか。 

 

○林委員 

 私は、この請願のいわゆる「歴史認識」について、戦争反対という立場から心情的に理

解できないものではない。しかしながら、銃剣道は、現行の学習指導要領においても、実

施できる武道の科目である。そのことから、この点において銃剣道の授業を中止すべきと

の請願については、不採択と考える。 

 

○荒井委員 

 先程も申したが、学習指導要領を踏まえ、地域や学校の実態に応じて学校長が編成した

教育課程は、尊重されなくてはならないと考えているので、この請願は不採択でよいと考

える。 

 

○水谷委員 

 教育課程の編成については、規則等で定められている。学習指導要領や年間の標準授業

時数等を踏まえ、学校が地域や学校の実態に応じて、教育課程を編成していることを尊重

していくべきだと思う。私は、この請願については、不採択がよいのではないかと考える。 

 

○田中委員 

 銃剣道の授業は、学習指導要領に則っている。したがって、各委員が述べられたと同じ

く、この請願については、不採択でよいと思う。吉野教育長、いかがか。 

 

○吉野教育長 

 各委員から、たくさんの意見が述べられた。私もこの請願については、やはり不採択と

いうことでよいのではないかと考える。 

以上のことから、本請願については、不採択でよいか。 

 

【結果】 

全員異議なく「不採択」とされた。 
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８ その他 

な し 

 

【閉会宣言】 

○吉野教育長 

 以上で全ての案件の審議が終了したので、教育委員会平成 30年７月定例会は閉会する。 

 

（15時 43分閉会） 


