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平成２７年８月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年８月１２日（水）午後３時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 玉川登美男，福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，下古谷博司 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（古川滋），教育次長（篠原政也），参事（冨田佳宏），参事兼教育総

務課長（前田靖子），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（山田純生），教育

支援課長（薗田雅司），参事兼文化課長（井上陽子），参事兼スポーツ課長（石坂

健），教育指導課副参事（世古基子），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）平成２７年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について          （教育総務課） 

（２）平成２８年度使用中学校教科用図書の採択について            （教育指導課） 

（３）学校運営協議会委員の任命について                          （教育支援課） 

（４）文化財の指定について                                          （文化課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱について          （学校教育課） 

（２）文化の薫る歴史街道活性化事業 歴史講演会の開催について        （文化課） 

（３）第７６回国民体育大会会場地市町第五次選定及び愛称・スローガンについて 

（スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）教育ＩＣＴの活用について                 （教育指導課）  

（２）９月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 7 人 

 

（教育長）皆様，こんにちは。ただ今から平成２７年８月教育委員会定例会を開催いた

します。開会に先立ちまして，傍聴者より写真撮影の申し出がございました。ここ

で，お諮りいたします。写真撮影につきまして，許可をいたしたいと思いますがご

異議はございませんか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）ご異議ございませんので，写真撮影を許可いたします。傍聴の方にお願いが

ございます。写真撮影等につきましては，議事の進行を妨げることのないように，

御配慮いただきますようお願いいたします。なお，議事進行を妨げると判断した場

合につきましては，係員の指示に従っていただくことになりますので，御留意くだ

さい。 

 

（教育長）本日の定例会につきまして，議事録署名委員は，岡井委員にお願いいたしま

す。それでは，議事に入ります。最初に，議案第１７２８号「平成２７年度鈴鹿市

教育費第２号補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，平成２７年度鈴鹿市教育費第２号補正予算

案を９月市議会定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委

任等に関する規則第１条第３号の規定により，この議案を提出いたします。それで

は引き続きまして，詳細説明を申し上げます。議案書の２ページをご覧ください。

まず１番の教育費補正額でございますが，補正前の額は，５５億３，７７１万６千

円でございます。今回の補正額は，４，２６１万５千円の増額補正をお願いするも

のでございまして，補正後の額は，５５億８，０３３万１千円となります。次に，補

正額４，２６１万５千円の財源内訳でございますが，国県支出金が１９１万６千円

の増額，一般財源が４，０６９万９千円の増額でございます。次に，２番の教育費

補正額内訳について，説明いたします。まず，教育総務費教育振興費の「学校人権

教育費／人権教育総合推進地域事業費」１２万円でございますが，これは，推進協

力校において，公開授業研究会を行うための，講師招聘にかかる費用でございます。

なお，財源は，全額，県からの委託金でございます。次に，小学校費学校管理費の

「施設管理費／維持修繕費」２，８６０万円でございます。郡山小学校の屋内運動

場については，建築年数が２５年以上経過していることから，屋根部材が劣化し，

雨漏りが発生している状況にあります。この雨漏りにより，体育の授業等に支障を

きたす状態となっており，施設の管理運営上，早急に修繕する必要があることから，

修繕工事を行うものでございます。続きまして，同じく小学校費学校建設費の「稲

生小学校施設整備費／校舎／単独事業分」１，２６０万円でございますが，これは，

現在進められております稲生小学校校舎棟増築工事において，増築する校舎棟につ

きまして，学校環境衛生基準に規定されております教室の温度に適合させ，学校施

設環境の改善を図るため，普通教室７教室に空調機を設置するものでございます。

次に，社会教育費社会教育総務費の「コミュニティ・スクール推進事業費／学校地

域連携推進事業費」１２９万５千円でございますが，これは，コミュニティ・スク

ールの一層の推進を図るため，有識者等を招聘した研修会や学校，保護者及び地域

の代表で組織する推進委員会を開催し，また，先進校や先進地域への視察を行うた

めの費用でございます。なお，財源内訳は，国県の補助金が３分の２，一般財源が

３分の１でございます。補正予算案の説明は以上でございます。 
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（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）郡山小学校体育館なのですが，いつから始まって，いつ終わる予定なので

しょうか 

 

（教育総務課長）教育委員会定例会で御承認いただいて，市議会定例会の方でも御承認

いただいた後ということになります。１０月以降にはなると思いますけれども，年

度内で終了したいというように予定しております。 

 

（下古谷委員）今の質問に続きまして，ちょっと聞きそびれたのかもしれませんが，金

額的に非常に高いのですけれども，これは全面改装というか，修理なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）そうでございます。こちらは小規模修繕ではもう足りないというよう

になっております。屋根が全面銅版で張ってあるものなのですけれども，それを全

部剥がして，アスファルト系の屋根部材というのを使って全面的に改修ということ

になります。 

 

（福嶋委員）同じことで，その間そうすると体育館は使えない状態が続く期間が生じる

のですか。 

 

（教育総務課長）こちらは屋根ですので，足場は組みますけれども，中が全く使えない

というわけではないというように聞いておりますので，中は体育の授業とかには特

に支障はないかと思います。 

 

（岡井委員）稲生小学校の７教室にエアコンをつけていただくということですが，新し

く増築することではなく，ほかのところへもエアコンの設備を広げていく，そうい

う取っ掛かりにしていただきたいと思うのですけれども，そういうように考えてい

ってよいのかどうか。 

 

（教育総務課長）こちらにつきましては６月の市議会のほうでも，答弁の中でも申し上

げているのですけれども，今後新しい総合計画の中での実行計画の中に挙げながら

ですね，また来年度以降はその導入手法というか，そういうのも検討させていただ

きながら計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 

（伊藤委員）郡山小学校の体育館，屋根全面改修のことで，なかなか今少子化になって

いって，でもなおかつ子どもたちがいる間は設備を改修していかなければならない

というのは栄小学校なども良く似たパターンになると思うのですが，今後，一応そ

ういう修繕は修繕としていただいて，その後その地域との施設利用等というのも併

せて進めていっていただけるといいと思うのですが，そのような計画はお持ちでし

ょうか。 
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（参事）屋内運動場につきましては，今でも社会体育で使っていただいてますので，郡

山小学校も栄の屋内運動場も一緒ですけれども，社会体育の方で引き続き使ってい

ただくようなことは考えております。 

 

（岡井委員）コミュニティ・スクールの推進事業費は１３０万円足らずですけれども，

これを全ての学校に補助するとなると非常に少ないお金だと思うのですが，これは

指定校か何か，何校か指定してされる事業なのか，４０校全てに行き渡るお金なの

か，どうでしょうか。 

 

（教育支援課長）この１２９万５千円のお金については，実際にはもともとの市の財源

もあって，そこに上乗せする額が１２９万５千円ということですので，市内全体に

予算を配当している部分もありますが，ここに出てくるものについては，先程岡井

委員が言われたみたいに研究推進校というのを小学校で２つ，中学校で１つ指定し

て行うものもありますし，もう一つは市全体で研修会であったり，そういうものを

行うためのお金もこの中には含まれています。 

 

（下古谷委員）教育総務費のほうで１２万円ほど講師の招聘費用というかたちで挙がっ

ておりますけれども，これはもともと予定していた講師の方を呼べなくなったとい

いましょうか，それとも，予定していた人の数よりも講師をたくさん呼べるように

なったと判断させていただいたらよいのでしょうか。どちらでしょうか。 

 

（教育支援課長）これはもともと７０万円でまるまる県の補助事業，委託事業というこ

となので，計画を立てる時に予算がどれだけつくかわからない状況だったので，ぎ

りぎりのところで見積もって７０万円で予算を計画させていただきました。しかし，

その後県からの委託金額決定が予想していた以上の８２万円でしたので，上乗せさ

れたことにより，実際にやりたかった研究事業での講師招聘ができるようになった

というものでございます。 

 

（下古谷委員）ということは，当初予定より良くなったということですね。 

 

（教育支援課長）良くなったということです。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１７２８号「平成２７年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について」

を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１７２８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは，次の議事に入ります前に，議事の進行を補助するため，教育指導

課職員に入っていただきます。 

 

≪ 教育指導課職員入場 ≫ 

 

（教育長）それでは，２番目の議案第１７２９号「平成２８年度使用中学校教科用図書

の採択について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，平成２８年度使用中学校教科用図書を採択

するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第 

１１号の規定により，この議案を提出いたします。なお，詳細につきましては，教

育指導課長から説明させていただきます。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１７２９号「平成２８年度使用中学校教科

用図書の採択について」につきまして，御説明申し上げます。委員の皆様の机上に

は，三重県教育委員会が作成しました「平成２８年度使用中学校用教科書選定に関

する参考資料」及び三重県北勢第３地区教科用図書採択協議会が作成しました「平

成２８年度使用中学校用教科用図書選定調査報告」を採択の資料として置かせてい

ただきました。それらを参考にしていただきまして，平成２８年度使用中学校教科

用図書の決定をしていただきますようお願いいたします。それでは，詳細について

御説明いたします。平成２８年度に使用する中学校教科用図書の採択につきまして

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１３条第４項により，

県の指導・助言を受けながら，鈴鹿市・亀山市の２市で北勢第３地区教科用図書採

択協議会を組織して進めてまいりました。各教科の調査につきましては，６月８日

を始めとして，調査員会を３回～４回開催し調査をしてまいりました。そして去る

８月３日，第２回の当協議会が開催され，採択地区内の各教育委員会に推薦する平

成２８年度使用中学校教科用図書を選定いたしましたので，報告させていただきま

す。お手元の資料をご覧ください。中学校は，９教科１５種目について調査を行い

ました。学習指導要領の内容に基づき，当地区内の生徒が使用するにふさわしい教

科書を採択するという基本方針の下，取扱内容，内容の選択及び扱い，内容の程度，

内容の構成及び配列，創意工夫，使用上の便宜など，幅広い観点から教科用図書を

入念に調査いたしました。また，６月１９日から１４日間行われました教科書法定

展示会や，６月３日から３週間，中学校で行われた移動展示会におけるアンケート

用紙から保護者や一般の方々の意見も参考にさせていただき，教育委員会に推薦す

る９教科１５種目の教科用図書を選定いたしました。このあと，教科別に説明させ
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ていただきますので，御審議をよろしくお願いいたします。では，国語から推薦す

る教科用図書及び推薦理由を説明させていただきます。「国語」につきましては，「三

省堂」を推薦いたします。その理由といたしましては，まず、各教材における学び

のポイントが明確で，各教材において言語能力が偏りなく育成されるよう工夫され

ているとともに，全体の構成が「単元を貫く言語活動」を意識したつくりとなって

います。次に，学年及び単元の目標を達成するために，生徒の発達段階に応じた知

識・技能の習得と，その活用が繰り返し学習できるよう配慮され，思考力や想像力

を養い言語感覚を豊かにできるよう，多くの題材や言語活用例が取り上げられてお

ります。例えば，３年生「企画会議」など，協働活動が具体的な手順で示され，生徒

が系統的に学習し，基礎的・基本的な知識及び技能のみならず，集団として提案や

成果を創りあげる知識と方法を着実に身につけられるように工夫されています。文

学に関する教材では，命や生き方，人と人のつながりを考えさせるもの，説明文に

関する教材では，筆者の視点が明確で論理的な思考力を伸ばすことに適した作品が

取り上げられ，また，文章と図表を関連させて読む作品も取り上げています。古典

に関する教材では，古文の現代語訳が，青色で，下部に掲載されており，レイアウ

トとしても見やすくなっています。また，掲載された作品の作成された年代が，年

代バーで表示されており，作品と作品との年代比較も視覚的に行いやすいようにな

っております。さらに，巻末の資料編についても，図や絵などがふんだんに使われ

るとともに，丁寧に作られており，生徒の興味を引くものとなっています。以上の

理由から，「三省堂」を推薦いたします。次に，「書写」につきましては，「東京書籍」

を推薦いたします。その理由といたしましては，まず，各学年の学習内容が示され，

３年間の見通しを持って進めやすいという点があります。また，ワイドの紙面を利

用して，半紙大の手本が掲載され，行書の運筆の解説や楷書の基本点画の筆使いが

「トン，スー，ピタッ」と音でも表示されるなど，全体的にわかりやすく取り扱っ

ています。次に，各学年の学校生活に応じた題材を取り上げながら，多様な情報発

信の方法を紹介していることから，生徒にとって非常に使いやすく，また学習指導

上適切であると考えます。さらに，手紙や封筒，のし袋の書き方等，生活に活かせ

る内容が豊富に取り上げられ，さらに，ノートの効果的な書き方を取り上げること

で，他教科への学習活動へのつながりを持たせています。以上の理由から，「東京書

籍」を推薦いたします。次に，「社会・地理」につきましては，「東京書籍」を推薦い

たします。その理由といたしましては，まず，各節の冒頭の作業学習(ためしてみよ

う)を通しての学び方を身につけるコーナーや，２４個の「地理スキル・アップ」に

加え，「調査の達人」のコーナーを設け，資料の読み取りや調査活動を行ううえでの

具体的な例を示し，地理的な見方や考え方を育むための多様な工夫があります。次

に，各時間の振り返りとして，見開きごとに設定した学習課題に関連性を持たせた

学習内容を自分の言葉でまとめる言語活動が設定され，基礎基本の定着はもとより，

短時間でも生徒の思考力，判断力，表現力を高められる工夫がされており，章末の

「自分の言葉でまとめよう」という課題とともに，生徒が取り組みやすい学習活動

となるように配慮がされています。さらに，「身近な地域の調査」において，身近な

地域をよりよくするためにはどうすればよいかのテーマが設定され，地域の課題や
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これからのあるべき姿について考察できる内容をとりあげ，活用において有効なも

のとなっています。以上の理由から，「東京書籍」を推薦いたします。次に，「社会・

歴史」につきましては，「東京書籍」を推薦いたします。その理由といたしましては，

まず，各章のはじめに，「時代の転換点をとらえるページ」として，２つの時代の年

表を設け，前後の時代を概観し，時代の転換をより意識できるようになっているこ

とや「各時代をとらえるページ」として，小学校で学習した代表的な人物・文化財

の写真などを配置し，時代の流れや学習内容を大きく見渡せるようになっており，

効果的な学習を進めることができる工夫がなされています。また，４つの「歴史ス

キル・アップ」，１３の「調査の達人」のコーナーを設け，時代や年代区分の表し方・

系図の読み方など，歴史学習を行う上での基礎的な知識・技能の習得のための工夫

がなされています。さらに，章末ごとに設けられた「時代の特色をとらえよう」で

は，その時代を大観し表現する活動へつなげる言語活動となるように工夫され，ま

た，各章ごとに「私たち歴史探検隊」には，地域の歴史を調べる言語活動の例が紹

介されており，より活用しやすくなっています。以上の理由から，「東京書籍」を推

薦いたします。次に，「社会・公民」につきましては，「日本文教出版」を推薦いたし

ます。その理由といたしましては，まず，特設コーナーとして，授業で使いやすい

内容と分量で構成された１８個の「アクティビティ」が設けられ，生徒の主体的な

学習活動を支援するとともに，学習内容を一層深められるよう配置されています。

次に，各単元の最後に「チャレンジ公民」を設け，各編の本文ページで習得した知

識に基づき，社会で課題となっている問題と向き合い，生徒自らの考えを深めるた

めの工夫がなされています。また，社会に参画するための意欲を育むための７つの

特設ページ「明日に向かって」が設けられ，生徒が将来の生活に生かすイメージを

持てる教材で編成されています。さらに，最終編において，中学校３年間の社会科

の学習を通して得た知識や技能を用いて，自ら選んだ課題を追求したレポートを卒

業論文として作成するように設定されており，社会に参画する態度を養うように工

夫されています。以上の理由から，「日本文教出版」を推薦いたします。次に，「社

会・地図」につきましては，「帝国書院」を推薦いたします。その理由といたしまし

ては，まず，より見やすいカラーバリアフリーへの配慮がなされ，イメージしやす

い地形表現が工夫されています。また，全ての世界の地域に「日本との結びつき」

の資料を設け，日本との関係を捉えやすくなる配慮がなされ，大変見やすく，活用

できるものとなっています。さらに，「地図を見る目」や「やってみよう」などの学

習課題が設定され，生徒が自ら資料を読み取ったり調べたりしやすいように配慮さ

れており，主体的に学ぶことができるように工夫されております。以上の理由から，

「帝国書院」を推薦いたします。次に，「数学」につきましては，「教育出版」を推薦

いたします。その理由といたしましては，まず，章の始めに問題形式により既習事

項を確認し，章末では「学習のまとめ」で既習事項を確認することで，学習内容の

振り返りや基礎･基本の確実な定着を図っております。また，振り返りや既習ポイン

ト･誤答例が，随所に記載されていてわかりやすく，同様の誤りをしないよう工夫さ

れています。加えて，キャラクターの吹き出しを用いて，既習内容の確認，解法の

きっかけとなるようなヒント，見落としがちな事項の注意などが効果的に配置され
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るなど，今まで，教師の方で追加説明していた誤答例の紹介や解法のヒントなどが，

この教科書にはしっかりと記載されております。以上の理由から，「教育出版」を推

薦いたします。次に，「理科」につきましては，「学校図書」を推薦いたします。その

理由といたしましては，まず，本文中に「話し合ってみよう」に「活用」「表現」の

マークがつけられ，具体的な課題が示され，主体的・協働的な取り組みができるよ

う配慮されています。課題の発見と解決に向けて主体的･協働的に学ぶ学習，いわゆ

る「アクティブ・ラーニング」や，そのための指導の方法等を充実させていくこと

を具現化している点で評価できます。次に，単元の始めに既習内容と当該学年が示

され，ほかの単元とのつながりが分かりやすい図で示されています。また，文章，

図表，写真等の内容及びその配置など，生徒にとって見やすく，分かりやすいもの

となっており，字体や大きさも見やすいものを使っています。以上の理由から，「学

校図書」を推薦いたします。次に，「音楽・一般」及び「音楽･器楽」につきまして

は，いずれも，「教育芸術社」を推薦いたします。その理由といたしましては，基礎

的事項から発展的事項まで取り扱っているものの，基礎基本の定着をより重視し，

音楽があまり得意でない生徒も興味を持って段階的に着実に学習ができる内容とな

っている点を評価しました。具体例として，器楽の教科書の中から「ギター」の学

習を御覧ください。まず，演奏家の写真の横に「楽器の音色を聴いてみよう」とし

てギターの魅力が詰まった名曲を載せ，ギターの音色を生徒たちに聴かせるととも

に，ギターの様々な演奏スタイルや様々なギターの種類の写真を載せ，生徒に興味

を持たせるところからスタートし，その後に姿勢と構え方が登場します。演奏する

時の指についても，まず手の形を写真で示し，次のページで，とにかく押さえて音

をボロンと鳴らしてみようと，ストローク奏法を示しています。生徒に「自分にも

ギターが弾ける，もっと勉強したい。」と感じさせた後に，指番号やアポヤンド，ア

ルアイレの奏法が出てきており，まず音を出して楽しんでから知識を学べるように

なっています。さらに，他社の教科書で取り上げている，より専門的な技法である

「アルペッジョ（分散和音）」については，中学校の音楽の授業の実態を踏まえて取

り上げていません。学校現場の実態を踏まえ，音楽体験の入口としての授業におい

て，どの生徒も音楽の楽しさを味わいつつ基礎基本を身に付けていくのに適してい

ます。以上の理由から，「教育芸術社」を推薦いたします。次に，「美術」につきまし

ては，「光村図書出版」を推薦いたします。その理由といたしましては，まず，２・

３年生が上・下に分かれている他社の教科書に比べ，２･３年の単元を１冊にまとめ

ており機能的であります。内容については，例えば鑑賞の学習で，「彫刻と絵画」を

組み合わせ，「詩」も記載されています。今までにない「国語の要素」を取り入れる

など学習の広がりや生徒の興味関心を大いに引き出す工夫があります。次に，アイ

ヌの伝統文化を他社よりもしっかり取り上げています。特に伊勢型紙がある鈴鹿に

とって，型紙の写真は，地元伝統にも繋げることができます。また，表現指導にお

いて，中学校の卒業式でよく歌われる「手紙」を記載し，生徒にとってより自分を

見つめやすい斬新な音楽の要素を取り入れたり，「ゴッホ」の自画像で導入にインパ

クトを与えたりしています。さらに，美術が身の回りの毎日の生活を豊かにしてい

る様子を提示し，デザインや機能性等を工夫することで生活や心も豊かにすること
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を示し，今，求められている生涯学習にも繋げています。以上の理由から，「光村図

書出版」を推薦いたします。次に，「保健体育」につきましては，「学研教育みらい」

を推薦いたします。その理由といたしましては，まず，保健分野の傷害の防止で，

地震・津波・竜巻・火山噴火など，幅広い自然災害について記述されて，災害時にお

けるボランティア活動の例示があり，中学生が災害時の担い手としての自覚を持つ

資料として貴重であると思います。また，応急手当におきましても，水難事故での

救助方法や離岸流の危険や対処にも触れられており，生徒の身近な危険について述

べられております。次に，各章において，学習内容に関わる仕事が紹介されており，

教科指導におけるキャリア教育に活用できる内容になっています。また，ストレス

への対処の中でいじめの問題に触れるなど，道徳との関連を持たせた指導に活用で

きる扱いがなされています。さらに，内容に関するウェブサイトを掲載したり，学

習活動の写真を掲載したりすることでＩＣＴ機器を活用した授業の推進につながる

工夫がなされています。以上の理由から，「学研教育みらい」を推薦いたします。次

に，「技術・家庭 技術分野」につきましては，「東京書籍」を推薦いたします。その

理由といたしましては，まず，ＡＢ版の大きなサイズにしたことで，見開きを横に

大きく活用して図式化し，特別な支援を要する生徒にも分かりやすい配慮がなされ

ています。また，字体もユニバーサルデザイン・フォントを採用し，他社とくらべ

て本文の字体が大きくなっており，ふりがなも丸ゴシック体を使用しており，たい

へん見やすく作られています。内容については，例えば，「エネルギー変換に関する

技術」の「実習例」では，単に製作のためだけではなく，安全かつ効率的な使用を日

常生活に生かすことや，将来消費者として役立つような内容のものを提示しており，

考える活動にも活用できる内容となっています。また，「技術の匠」というコラムを

新設し，技術の開発者や企画者，熟練の技術者など２０人以上の匠の声を掲載して

おり，ものづくりを支える人の生き方や考え方に学ぶ，まさにキャリア教育の視点

に立った興味深い内容が充実されています。さらに，創意工夫の観点につきまして

は，「基礎技能」のページを充実し，基礎的・基本的な技能をわかりやすく提示する

とともに，基礎技能の活用や発展的な内容については「技術のとびら」に掲載して，

基礎的な内容と発展的な内容を明確に区分けされており，見やすさ，使いやすさ，

内容の質や工夫など総合的な面で優れています。以上の理由から，「東京書籍」を推

薦いたします。次に，「技術家庭・家庭分野」につきましては，「東京書籍」を推薦い

たします。その理由といたしましては，まず，創意工夫や使用上の便宜につきまし

ては，見開きの学習単位や，図式化，文字の見やすさ，ＡＢ版の大きなサイズなど，

技術分野での説明と同じように，総合的な面において優れています。次に，「私たち

の成長と家族・地域」における「実習例」（幼児とふれ合おう）では，３つの例が示

されており，学校の実情に即して選択できるような配慮になっています。また，「生

活に生かそう」という項目を設けて，学習内容と日常生活の関連に配慮がなされて

いますが，イラストの服装や発言内容が性による役割分担を助長しない配慮がなさ

れていたり，左利きの場合の実習例も掲載されていたりするなど，より現実的な配

慮がなされています。さらに，随所にキャラクターを登場させて，吹き出しのせり

ふを掲載しており，そのせりふが全て文節改行されていて，言葉の意味を容易に理
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解しながら読み進めていけるように配慮されています。以上の理由から，「東京書籍」

を推薦いたします。最後に，「英語」につきましては，「教育出版」を推薦いたしま

す。その理由といたしましては，まず，各 Lesson の Part に，「基本文」，「基本文に

ついてのポイント」，「本文の内容に関する Culture Notes（カルチャー･ノート）」，

Activity（アクティビティー）が配置されており，複数の技能を総合的に扱うこと

ができる構成となっています。また，様々な Tips（ティップス＝豆知識，コツ）活

動が置かれ，英文を読む・書く・聞く・話すためのコツが紹介され，学習技能を高め

る効果が期待できます。また、各学年で身につけるべきことが具体的に can‐do list

（キャン・ドゥー・リスト）で示され，各領域についてバランスよく計画的に力を

つけられるようになっています。さらに，日本の文化と英語との関わりや，英語が

社会で果たす役割など，生徒たちが今後グローバルな世界で生きることを前提とし

たものや，今日的課題である男女共同参画社会の実現やワークライフバランスに目

を向けさせる内容を取り上げるとともに，２０２０年東京オリンピック，パラリン

ピック招致に向けた佐藤真海さんの話題などの新しい題材も多く，生徒の興味を引

く内容になっています。加えて，他社にはない別冊として基本文や表現をまとめた

essentials（エッセンシャルズ）が用意されており，基礎･基本の定着に役立つこと

が期待されます。以上の理由から，「教育出版」を推薦いたします。これで，教育委

員会に推薦する９教科１５種目の教科用図書の報告を終わります。よろしく御審議

いただきますようお願いします。 

 

（教育長）それでは，審議に入りたいと思います。ただ今の報告につきまして，御意見

等ございましたらお願いします。まず，全体を通しまして御意見ございますか。 

 

（岡井委員）課長の説明にもありましたように，渡していただいた「遥か」の中にもで

すね，アクティブ・ラーニングということで，主体性や協働性をという内容で出て

いるということで説明ありましたけれども，前回の教科書と比べて，部分改訂など

ありましても，そういうアクティブ・ラーニングに即したような何かが全教科通し

てこう，随所にみられたのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今回の改訂の特徴のひとつでもあると思うのですが，全国学力・学習

状況調査に対応した内容であったり，小学校と中学校の学習の繋がりが円滑になる

ように振り返りなどを盛り込んだり，全ての生徒にとって学びやすい紙面作りをし

たり，今日的課題や，次期学習指導要領の改訂を踏まえて，それに繋げる内容のも

のが少しずつ出てきております。例えば言語活動の充実を図るための内容が様々な

教科で盛り込まれております。学び方が具体的に示されて，目当てと振り返りがよ

り明確になるよう提示されているように思います。様々な教科で，身近な生活に繋

げての学習となるよう題材を取り上げているように思われます。 

 

（福嶋委員）今回は国語・数学・英語・美術というところが新しい，違う教科書に変わ

ってきているということなのですが，従来こういう教科書を変える時というのは，



11 

ほぼこういう具合の割合で変えてきているのか，だいたいその傾向というのはどう

でしょうか。 

 

（教育指導課長）今使われているから次もまたこの教科書ということで選定はしておら

ず，いかに子どもたちが学びやすいか，また教師にとってどれだけ教えやすいかと

いうところで選定されています。あと，先程説明させていただきましたいくつかの

観点により調査をしっかりとしていただいた結果このように推薦されております。

教科書会社で選んでいるということではございません。 

 

（福嶋委員）各社によってそういう重点的なとか積極的に書き換えているとか，あるい

は需要のあるように書き換えているとか，結構温度差があるものなんですね。 

 

（教育指導課長）はい。どの教科書についても文部科学大臣の検定をパスしております

ので，どの教科書を選んでもよろしいのですけれども，それぞれの教科書会社で，

改善の努力がみられた教科書が多かったように思われます。前回採択されなかった

会社にとっては次は採用されるようにと，しっかりとマイナス部分を今回解消し

て，アピール部分を多くしたというような形で出てきておりますので，その社間の 

  差が縮まりつつあるのではないかと感じております。 

 

（下古谷委員）非常に今ご説明いただいたのでよくわかるのですけれども，各社にいろ

いろあってですね，どうなんでしょう，現場の先生方の声というのが何かこう，特

に反映しているようなというか，何かそういうコメントあったら教えていただきた

いのですが。 

 

（教育指導課長）冒頭お話させていただきましたように，教科書採択と平行しまして展

示会を，開催しておりました。鈴鹿市・亀山市の全中学校で展示会を行いました。

そこで学校の先生方にもしっかりと見ていただき，意見のある方は意見書に意見を

しっかりと書いていただき，提出してもらい，そして集まったものを調査員会のほ

うに各教科に分けてお渡しをしております。それで，採択するに当たっての調査の

中でもそれらの意見をしっかりと反映させて，調査していただいた思っておりま

す。特に，子どもたちにとって学びやすいものであるかどうかというのが，先生方

の声に多かったようです。その次に教えやすい教科書は何であるか。例えば理科の

授業においても，実験というのがたくさんあるのですけれども，実際に実験をする

順番が，これでよいのかどうかとかの，意見もいただいております。 

 

（伊藤委員）かなりこれボリュームが，まあほかの教科書会社でも同じように思うので

すが，かなりいろいろボリュームがあるのですが，１年間これきっちり教えられる

だけのボリュームというのは検討されていますでしょうか。 

 



12 

（教育指導課長）１年間で子どもたちに教える基準になるのが学習指導要領になるわけ

ですけれども，どの教科書におきましてもその学習指導要領に沿った中身になって

おります。１年間で学習することが可能であるというような判断で作られておりま

すので，そのあたりは大丈夫かと思います。前回の教科書に比べますと若干，多い

ところで１割ぐらいの頁数が増えているかと今回の教科書では感じております。 

 

（福嶋委員）これは学生，生徒が使う教科書なのですけれども，先生向けにも何かこう

いう，同じもので補助がついているような教科書を用意されているのですか。 

 

（教育指導課長）今採択していただいているのは子どもたち用の教科書になります。教

師向けには，教師用指導書という形で，同じ教科書会社の方で作られているものが

ありますので，そちらを購入させていただきまして，教える時の補助材料にしても

らっております。 

 

（福嶋委員）そうすると，その先生用の教科書の本についての良し悪しというのは，議

論の対象にはなっていないのですね。 

 

（教育指導課長）指導書はまだ作成されていないと思いますので，今までの経験の中で

先生方も，多分こういう指導書になるであろうと予想しているのではないかと思い

ます。 

 

（教育長）教科書を採択されたら，その教科書の指導書というものはあるということで

すね。別に各社それぞれに。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。そうしましたら，各教科のほうで，もし何か御意見ご

ざいましたら。 

 

（下古谷委員）いくつかの教科の中で，匠の言葉とか達人というような形でコラム上に

横に出てくる教科がいくつかあったのですけれども，やはりそれは最近の教科書の

特徴ということで考えてよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）以前には歴史的に有名な人物が載せられている部分が多かったのです

が，最近ですといろいろな教科で地域との繋がりとか地域の達人とか，実際子ども

たちが学校生活，学校での学習の場面で地域に出かけていって，そのような人たち

に出会ったりすることも多くなってきておりますので，そういう意味では教科書の

方にも，日本の中でとか世界の中でそのような歴史上の有名な人物ということでは

なく，現在のこの地域の達人とか匠とか，そのような人物を紹介することで，実生

子どもたちが実生活に繋げることができるようなそのような配慮がなされているの

ではないかと思います。 
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（岡井委員）音楽の器楽ですけれども，琴とギターと尺八とリコーダーと４種類ありま

すけれども，本当にちょっとした教則本の初歩の初歩みたいなものが出てくると思

うのですが，これは鈴鹿市の中学校でどれかまあ，選択肢はあるのかもわかりませ

んが，どれかひとつ中心にですね，全力で取組んでいくような方向にあるのかな。

その場合は楽器はどうなるのだろうなと思ったのですが，その楽器の備え。この４

つの楽器についての扱い，その場合の楽器の準備状況はどうなのか。現在はどうな

のか，ちょっと教えていただきたいです。 

 

（教育指導課長）楽器については高価なものが多うございまして，多分ですけれども，

学校現場の方では昔に えたものが，今もそれが使われていたり，展示をされてい

たりということになると思います。それだけの楽器がしっかりと っていれば，非

常に豊かで良いとは思うのですが。例えば今例で出されていたギターなどは，それ

整備されていると思います。この和楽器についてはなかなか高価なものが多く，保

管の仕方にも非常に配慮をしなくてはいけないということで，学校に備え付けられ

ているということは少ないと思います。ただ，それをカバーするために，鈴鹿市に

おきましては，夢工房の達人に学ぶ等で，地域の方で琴の演奏者とか，昔ながらの

楽器を使われる方を招いて，子どもたちにそれを見て感じさせる場面とか，あと，

今ではＤＶＤとか，いろいろな映像で示して子どもたちに伝える装置もありますの

で，ある程度はカバーされているというように思っております。 

 

（岡井委員）教科書はですね，ある程度こう，生徒の演奏を楽しむというようなことが

みえるのですけれども，今ＤＶＤとか人の演奏を聴くだけというのはねえ。是非ギ

ターならギターで，僕非常にこれは良いと思うのです。手軽な楽器でね。生涯にわ

たって楽しめる。何かそういう，鈴鹿市もどれか重点的に取り組んでいただいてこ

の教科書を生かすような，これが生きて働くような，取組をしていただくとありが

たいなという僕の意見ですけれども，そう思いました。 

 

（福嶋委員）授業の側から芸術というか美術，音楽といった授業が，少しずつ少なくな

ってきているのではないかなと危惧しておるのですが，とても良い教科書なのでそ

れを上手く使い切っていく努力というか，そういうのを是非やっていただきたいな

と思います。知識というのも大事ですけれども，そういう人間の芸術に対する感受

性というか，そういう面でも，こういう教科というのは大切なのではないかなとい

うように思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）指導する側のね。 

 

（福嶋委員）はい。教科書は本当に，絵も昔に比べると豊富になってきて，作品も素晴

らしく魅力的で，文句のつけようがないかなと思っておりますが。 
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（伊藤委員）私以前にちょっと，歴史の教科書を３社ほど借りて家で見ていたのですが，

今回採択されましたこの東京書籍さんが北方領土とか竹島とか尖閣諸島とか，結構

今ニュースで取り上げられているような用語をきちんと書いていただけてあるので，

取りあえず戦争についてはなかなか難しい部分も多いのですけれども，今現在の認

識を中学生が本当にこういうような歴史があったんだなということをしっかりと教

えていただく意味では，こういうのを書くようになったのだなというのが今回の教

科書の中の感想なのですが，そのあたりも少々考慮して選んでいただいたのでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）歴史についてもそうですが，地理・歴史・公民全てのところで領土問

題等についても記載はされております。とりわけ今お話が出ました歴史ですけれど

も，どの教科書も領土問題について歴史的な背景を織り交ぜながら記述がされてお

ります。中でも東京書籍は見開き２ページを用いて北方領土，尖閣諸島，竹島の３

か所について，不法占拠される以前からの日本人の生活の様子や歴史を，写真を取

り入れながら詳しく紹介されております。また，３か所の場所を地図で明示したり，

固有の領土であることなどを示す資料を掲載したりするなど，中学生が領土問題に

ついてこれから解決すべき課題として子どもたちが意識できるような，そういう配

慮がなされているように感じております。 

 

（岡井委員）社会科の場合，日本のいろいろな課題を，中学校の社会で言う，地域の切

り口に考えていくということがあると思うのですね。そういう場合に地歴公民の中

で，鈴鹿市あるいはまあ，地域性といっても鈴鹿市では限界がある，子どもたちが

ひとつ身近だと思うような地域の範囲においてですね，何か比較的こう，密接な地

域のところを取り上げているので，これは良いなと思ったような箇所というのはあ

りましたか。 

 

（教育指導課長）中学校の教科書については，残念ながら鈴鹿に密接したというような

記載はされておりません。昨年度採択しました小学校では，地域の企業とかいろい

ろな施設などが入っておりましたけれども，公民等については記載されておりませ

んでした。あと，ほかの教科では，先程出てきました美術の教科書で伊勢型紙の方

が取り上げられており，地域との繋がりがありましたけれども，社会科ではそれは

見受けられませんでした。 

 

（伊藤委員）英語は小学校英語も始まりましてどんどん進んでいきますので，ここで見

せていただきましたこのワンワールドですか，やはり今後英語の教科書というのは

どんどんと難しくなっていく傾向にあるかというのと，ここの発音をですね，先生

たちがそれなりにこなしてみえるのか，何かＣＤとか副読みたいなものがあるので

しょうか。 
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（教育指導課長）英語につきましては国の方もグローバル化に対応した子どもたちの育

成というようなことで進めておりますけれども，実際教科書の方もだんだんと専門

的になってきたり，会話とか読み方中心にとか，とにかく言語活動を中心にコミュ

ニケーションがとれる材料として構成されております。発音の部分等につきまして

は，もちろん教師の方の資質の向上ということで，英語の先生がこれから採用され

る場合には，そのあたりを重視した採用をされております。現場の英語の教師につ

きましては，悉皆研修といって，全ての英語教員が研修を必ず受けなくてはならな

いという決まりがあり，研修を受けて力量を高めております。実際，英語の授業等

を見学させていただくことがあるのですけれども，先生方も結構きれいな発音が多

くて，ＣＤを使わなくても結構いけるような感じにもなっておりますし，また鈴鹿

市におきましてはＡＬＴの採用もさせていただいておりますので，中学校の場合は，

ＣＤレコーダーを使うよりも，生の話す英語の方を重視するように現在研修の方を

進めているところでございます。 

 

（下古谷委員）今，英語を見ますと非常に特徴的にこれが，別冊といいましょうか，ひ

とつポイントという形が別冊に書かれているということで，僕ら教える側からすれ

ば多分，要点がこちらにあるという点で復習なり予習なりする時には便利になるの

かなという気がしますけれども，逆に子どもさんの方，生徒の方から見ると，持っ

ていくのを忘れてしまうとか，そういうようなところで若干，一緒になっていた方

がよいのかなというような気も数点かございます。その点ではどうでしょう，英語

だけではなく，これだけは別冊がついているような何か，選ぶ時にありましたでし

ょうか。 

 

（教育指導課長）委員おっしゃられたようにですね，別冊にすることで一長一短はある

と思います。ほかの教科，例えば理科の教科書でも別冊がついている教科書もあっ

たりもします。そのような教科書を見ますと，その分教科書の字体が小さくなった

りとか，窮屈に感じる場面もあります。この英語に関しましては別冊の essentials

（エッセンシャルズ）という，授業中の活用のみならず，自分で勉強，自学自習の

教材としても非常に適していると捉え，繰り返し繰り返し子どもたちが学習するこ

とで，基礎基本の定着にもこれは役立つであろうと思いました。当然忘れてきたり

とか，どこかになくしてしまったりという危険性もあるのですけれども，よりそれ

よりも活用性はあるのではないかということで推薦されたのでは思います。 

（岡井委員）採択の関係で意見ですけれども，先程課長が，中学校では直接地域を通し

てというような，本田技研の工場見学とか，そういうのはないと言われましたけれ

ど，例えばパッと見たら，公民の１１７ページに，「ワーキングプアって何？」とい

うのがありますよね。このコラムも非常に良いと思うのですよ。この，これを見る

と非正規社員のことやら，用例が要するにこれインターネットカフェで夜を過ごす

のですね，これはやはり，これは直接鈴鹿市のことではないかもしれないが，しか

し鈴鹿市にもインターネットカフェはちょいちょいあると思うのです。だから指導

においては，ワーキングプアの中の象徴的なネットカフェを取り上げるときは，ま
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ずは鈴鹿はどうなのかと，そういうところを切り口に，やはりこう，日本の課題に

取組んでいただきたい，そういうことを今申し上げたのであって，また是非そうい

うような指導を，教科書を使って身近な鈴鹿市にもあるような事例を通してですね，

せまっていくと。今たまたま開いたらワーキングプアのことが出てきましたけれど

も，そういう点でもこれを選んでいただいたら良かったと思うのですけれども，そ

ういった教科書の活用術にも地域から出発するような授業の展開というのを少しよ

ろしくお願いいたします。 

 

（教育長）ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

（福嶋委員）国語の教科書，国語というとその中で韻文とか散文とか文学とか評論とか，

いろいろなジャンルがあるのですけれども，この三省堂の教科書はそういう面では

上手く配列がというか，分類されているというように推薦の中でなっているのでし

ょうか。 

 

（教育指導課長）おっしゃられるとおり，そのような配列にもなっておりますし，繰り

返しになりますが，子どもたちにとってより学びやすい配列になっているというと

ころからの採択になっております。 

 

 

（教育長）ありがとうございました。全体又は各教科で御意見いただきましたので，た

だ今の審議から，推薦された９教科１５種目の教科用図書を，平成２８年度使用中

学校教科用図書として採択決定する提案をさせていただきます。国語は三省堂の「現

代の国語」，書写は東京書籍の「新しい書写」，社会・地理的分野は東京書籍の「新し

い社会地理」，社会・歴史的分野は東京書籍の「新しい社会歴史」，社会・公民的分野

は日本文教出版の「中学社会公民的分野」，地図は帝国書院の「中学校社会科地図」，

数学は教育出版の「中学数学」，理科は学校図書の「中学校科学」，音楽・一般は教育

芸術社の「中学生の音楽」，音楽・器楽合奏は教育芸術社の「中学生の器楽」，美術は

光村図書出版の「美術」，保健体育は学研教育みらいの「新・中学校保健体育」，技

術・家庭 技術分野は東京書籍の「新しい技術・家庭技術分野」，技術家庭・家庭分

野は東京書籍の「新しい技術・家庭家庭分野」，英語は教育出版の「ワンワールドイ

ングリッシュコース」，以上のように提案させていただきます。 

 

（教育長）それでは，お諮りします。議案第１７２９号「平成２８年度使用中学校教科

用図書の採択について」を提案のとおり承認することに御異議はございませんでし

ょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１７２９号を提案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは１時間以上経過いたしましたので，ここで休憩をとらせていただき

たいと思います。後ろの時計で，ちょっと時間も押しておりますので，２０分から

再開でよろしいでしょうか。そうしましたら，４時２０分から始めさせていただき

ます。それでは休憩といたします。 

 

＜＜   休憩   ＞＞ 

 

（教育長）よろしいですか。それでは，続きまして３番目の議案第１７３０号「学校運

営協議会委員の任命について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第４７条の５第２項の規定に基づき学校運営協議会委員の任命を行うについて，鈴

鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第１０号の規定によ

り，この議案を提出いたしました。なお，詳細につきましては，教育支援課長から

説明させていただきます。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，議案第１７３０号「学校運営協議会委員の任命」

につきまして，説明申し上げます。６ページを御覧ください。この度，資料にござ

いますように桜島小学校の学校運営協議会委員につきまして，変更の申請がござい

ました。委員の変更につきましては，鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組

織及び運営に関する規則第４条第３項で，「委員の辞職等により欠員が生じたときは，

教育委員会は，校長の推薦により新たな委員を任命することができる。」とあり，第

５条第２項で，「第４条第３項の規定により任命された委員の任期は，前任者の残任

期間とする。」と定められております。したがいまして，この規定に基づき本議案を

提出させていただきますので，よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（教育長）ただ今の議案につきまして御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと

思います。 

 

（伊藤委員）この運営委員会に御参加いただいている方というのは，現役で働いておみ

えになる方とかもなかなか忙しくて，お仕事終わられた方が多いと思うのですが，

今回この３名の方につきましては，大体の年齢でいいのですがお聞かせ願えますか。 

 

（教育支援課長）新たに任命する委員さん３名の方については，一番上の稲垣さんにつ

いてはＰＴＡの関係者でだいたい４０歳くらいということで，あと水野さん，吉田
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さんに関しては地域関係者になるのですが，ほぼ７０歳前後というあたりになると

みております。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１７３０号「学校運営協議会委員の任命について」を原案のとおり

承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，４番目の議案第１７３１号「文化財の指定について」をお諮り

します。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市の文化財として指定するについて，

鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第１３号の規定によ

り，この議案を提出いたしました。なお，詳細につきましては，文化課長から説明

させていただきます。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１７３１号，文化財の指定につきまして，説明

申し上げます。８ページ，９ページを御覧ください。先日，７月１４日開催の鈴鹿

市文化財調査会におきまして，有形文化財彫刻「木造深沙大将立像」の文化財指定

について，意見具申をお願いしたものでございます。深沙大将は，「西遊記」に記

される玄奘三蔵がインドに渡った時に流砂の中から現れて守護したと伝えられてい

る護法神で，一説には多聞天の化身とも言われています。本像は像高１０４．５ 

ｃｍ，カヤ材の一木造で，制作年代は平安時代末期と考えられます。平安期の仏教の

図像集であります「図像抄」に表された姿に，ほぼ忠実に作成されています。深沙大

将の仏像は，県内でも類例が少なく，本像の制作時期は平安時代に りますことから

文化財的に大変貴重なものとして市指定文化財に指定することが妥当であると答申を

いただいたものでございます。説明は，以上でございます。よろしく御審議いただき

ますようお願いします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）この仏像は私も見たことがあるのですが，非常に特異な仏像で，びっくり

するような姿でした。あと鈴鹿市の中にはこのように指定を待っているものは何件

くらいあるのでしょうか。 
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（文化課長）指定を待っているものというのは現在ございません。 

 

（下古谷委員）だいたいこういうように文化財指定を受けるための，だいたい何年くら

い前のものというような基準みたいなものはございますか。あるいは何とか時代の

ものである等の基準があれば。ないなら，ないで。 

 

（文化課長）詳しいところは御説明できないのですが，年代的な基準とかそういったも

のはないというか，古いものであるということは確かに必要であるとは思いますが，

非常に貴重なものとか，そういったものであるというところが一番問題になってく

るのかなというように思っております。基準というものは特別設けられておりませ

ん。 

 

（岡井委員）９ページの写真見せていただきますと，非常に風貌がユニークな，興味を

そそる良い立像だと思います。まあそこで，高さも１メートル少々ですので，指定

しましたら市役所の玄関，ロビーにでもですね，飾っておくと非常に良いモニュメ

ントになりますので，市民の方々にも広く知らしめることをお願いしたいと思いま

す。写真の下の方を見ると，虫が食っていてね，痛々しいところもありますが，こ

れ以上劣化しないように，また手当ての方もしていただくとありがたいと思いま

す。それから８ページなのですけれども，（５）に年代は「平安末期」とあります

よね。それから（９）概要に２行目に「制作年代は，平安時代末期と考えられる」

とありますよね。概要の下から４行目は「制作時期が平安時代に る可能性を有す

る」と書いてありますよね。だんだん下へいくほどトーンが下がっていくような気

がするのですが。良ければですよ，この３番目はなくて，「遺例が少なく，（「制作

時期が～有する」を省いて）貴重なものであり」とこうしてもよいのではないかな

と少し思いました。 

 

（伊藤委員）市の指定文化財におして，それで文化財指定ということを受けられたら，

このお寺ですか，宗教法人神宮寺とか，そういうところで文化財指定記念みたいな

タイトルで一般公開されるとかそういったことはないのでしょうか。 

 

（文化課長）そういったことはないと思います。ただですね，神宮寺さんが所有者とい

うことで，今後も保管管理されていかれると思いますが，見せていただきたい場合

はですね，直接神宮寺さんにお願いしていただければ，おそらく見せていただける

のではないかなというようには思います。ただですね，一般に指定文化財になった

からといって公開するような，そういった企画というものはやっていないと思いま

す。 
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（伊藤委員）鈴鹿市にいろいろ指定文化財等がありますよね。そういうものというのは，

何かの時に一般公開していただくとか，そういう機会で皆さんの文化に対する意識

を高揚するとか，そういったことはあまり企画としてはないのですか。 

 

（文化課長）そうですね。指定された文化財を一堂にというような，そういう機会はご

ざいません。 

 

（福嶋委員）文化財によってはお寺に行ったらすぐ見られるものもありますし，これは

結構，本堂の中に置かれていて，すぐ，いつでも見られると思います。 

 

（下古谷委員）指定されると変わりますか。 

 

（福嶋委員）指定されたら変わるかもしれません。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１７３１号「文化財の指定について」を原案のとおり承認すること

に御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「平成２８年度 鈴鹿市立幼稚園入園児募

集要綱について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私から，報告事項の１番目「平成２８年度鈴鹿市立幼稚園

入園児募集要綱」につきまして，説明申し上げます。このことにつきましては，６

月の教育委員会定例会で御報告をしておりますが，鈴鹿市立幼稚園の第Ⅲ期再編整

備計画に基づく地元説明会を経て，庄野幼稚園が次年度の園児募集をしないことに

なりましたので，再度，報告するものでございます。前回からの変更点としまして

は，１ページの「１募集対象（１）５歳児募集」が，前回の１６園から１園減の１

５園に変更になっております。めくっていただきまして２ページの「鈴鹿市立幼稚

園募集対象園及び定数一覧」の表から，庄野幼稚園の欄をなくしております。以上

で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，２番目の「文

化の薫る歴史街道活性化事業歴史講演会の開催について」をお願いします。 
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（文化課長）それでは，報告事項の２番目，文化の薫る歴史街道活性化事業のひとつと

して行う，歴史講演会について説明させていただきます。３ページのチラシを御覧

ください。「その時歴史が動いた の現場から」と題して歴史講演会を開催いたし

ます。元ＮＨＫキャスターで，現在は京都造形芸術大学教授，国学院大学客員教授

の松平定知氏を講師に迎えて，本市にゆかりのある歴史上の人物や本市に関わりあ

る歴史上の出来事の中で全国的なメディアで取り上げられ注目された内容を中心に

御講演いただきます。日時は，１０月２５日（日）１３時３０分から公演時間は９

０分間の予定です。場所は，鈴鹿市文化会館けやきホールでございます。入場は無

料ですが，事前申し込みを必要としており，９月１日（火）から受付を開始いたし

ます。定員は，会場の収容員数の関係で５００名とさせていただいております。地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して行う事業のひとつでございま

すが，この交付金の主旨は御承知のとおり，市外からの集客数を増やし，地域の活

性化につなげることが大きな目的でございます。お手元のチラシのほか，広報やイ

ンターネット，電車の車内広告などで広く周知を行い，市内の方のみならず，市外

から多くの方々にお越しいただければと考えております。説明は以上です。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）松平さんは講師として結構人気があって，文化会館では少し狭いかなとい

う感がするのですが，その辺はいかがでしょうか。 

 

（文化課長）そう言っていただけるの初めてで，大変安心しております。実はもうＮＨ

Ｋをやめられて１０年近く経っておられてということで，お名前は知らない方はい

らっしゃらないとは思いますけれども，なかなか古いのではないかという意見も実

はあったりして少し不安に思っておったのですが。 

 

（福嶋委員）各公民館で，様々な，地元の歴史を掘り起こすグループがたくさんあるの

で，その方たちにもちょっと告知してあげられると多分いいと思います。 

 

（文化課長）そうなのですね，わかりました。なるべく広くたくさんの方々に来ていた

だけるようにいたします。 

 

（下古谷委員）細かいことなのですけれども，申込方法が先着順という形になると思い

ますけれども，電話・ハガキ・メール・ＦＡＸ，これってなかなか先着順を決める

というのは非常に難しいと思うのですが，何かその説明ができるように御用意され

た方がいいような気がいたします。 

 

（文化課長）ありがとうございます。 
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（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，３番目

の「第７６回国民体育大会会場地市町第五次選定及び愛称・スローガンについて」

をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の３番目「第７６回国民体育大会会場地

市町第五次選定及び愛称・スローガンの決定について」御説明申し上げます。報告

事項につきましては５ページと６ページでございます。平成３３年に三重県で開催

されます第７６回国民体育大会の会場地につきましては，去る７月２７日に開催さ

れました第７６回国民体育大会三重県準備委員会の常任委員会におきまして，第五

次選定の会場地及び大会の愛称・スローガンが選定されました。資料の５ページを

御覧ください。会場地を三重県地図に示した資料でございます。これまでに内定し

ております競技も併せて記載させていただいており，鈴鹿市におきましては，今回，

馬術競技が選定されました。会場地につきましては，三重県立石薬師高等学校南側

の三重県馬術競技場となっております。本市におきましては，現在，８競技が開催

される予定でございます。次に資料６ページを御覧ください。今回の準備委員会の

常任委員会におきまして，大会の愛称・スローガンも選定され，愛称につきまして

は「三重とこわか国体」，スローガンにつきましては「ときめいて人 かがやいて未

来」となりました。今後につきましては，マスコットキャラクターの募集，決定を

経まして，各方面に広報，啓発が行われていく予定でございます。以上で報告とさ

せていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）今回馬術が加わったわけですけれども，鈴鹿市としてはもうこれで，８競

技ぐらいで満杯というか，そんな感じでしょうか。どうでしょう。 

 

（スポーツ課長）もうこれで満杯でございます。これ以上増えることはございません。

この競技をこれからやっていく中でいろいろ中央競技団体の施策等もこれからござ

いますので，その対応をさせていただきたいと思っております。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，次にそ

の他事項に移ります。 

 

（教育長）本日のその他事項は，今日的な課題に関する意見交換として教育指導課長か

ら教育現場でのＩＣＴの活用について，その取組を説明していただき，その後，意

見交換を行うことといたします。それでは，説明をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からその他事項の１つ目の「教育ＩＣＴの活用について」

説明させていただきます。資料の方でございますけれども，パワーポイントの方に

全て入っておりますので，そちらの方でお願いできたらと思います。ただいまより
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鈴鹿市におけるＩＣＴ機器を活用した教育についてお話をさせていただきます。お

話しする内容は，３つでございます。１つ目は，市内小中学校におけるＩＣＴ機器

配備状況，２つ目は，各学習場面におけるＩＣＴ機器活用の効果，３つ目は，市内

小中学校におけるＩＣＴ機器を活用した教育活動でございます。では，１つ目，市

内小中学校におけるＩＣＴ機器配備状況についてお話をさせていただきます。昨年

１２月，一斉学習，個別学習，協働学習の充実を図り，児童生徒の確かな学力を育

むことを目的に，ＩＣＴ機器を配備いたしました。平成２６年度ＩＣＴ教育推進モ

デル校においては，合川小学校に，タブレット型パソコン２０台，電子黒板機能付

プロジェクタ３台，稲生小学校に，タブレット型パソコン４０台，電子黒板機能付

プロジェクタ３台，平田野中学校に，タブレット型パソコン４０台，電子黒板機能

付プロジェクタ３台及び電子黒板１台を配備いたしました。また，ＩＣＴ教育推進

モデル校以外の学校においては，小学校２８校に，タブレット型パソコン２０台と

電子黒板機能付プロジェクタ１台，中学校９校に，ノートパソコン４０台を配備い

たしました。続きまして，各学習場面におけるＩＣＴ機器活用の効果についてお話

をさせていただきます。一斉学習においては，挿絵や写真等の拡大・縮小，画面へ

の書き込み機能などを活用して，分かりやすく説明することにより，子どもたちの，

学習への興味・関心を高めることが可能となります。個別学習における効果につき

ましては，デジタル教材などの活用により，疑問について深く調べたり，自分に合

った進度で学習を進めたりすることが可能となります。また，一人一人の学習履歴

を把握することにより，個々の理解や関心の程度に応じた学びを構築することも可

能となります。協働学習におきましては，タブレット型パソコンや電子黒板等を活

用し，子ども同士による意見交換，発表など，お互いを高め合う学びを通じて思考

力，判断力，表現力などを育成することが可能となります。続きまして，市内小中

学校におけるＩＣＴ機器を活用した教育活動について，お話をさせていただきます。

初めに，平成２６年度ＩＣＴ教育推進モデル校の実践例を紹介いたします。１つめ

目は，稲生小学校第３学年，総合的な学習の時間の実践例でございます。鼓ヶ浦小

学校の児童が，稲生小学校に安全に避難できるように，避難経路の危険箇所等を記

した資料を作成し，鼓ヶ浦小学校の児童に伝える学習でございます。これは，知ら

せたい危険個所を，タブレット型パソコンで撮影しているところでございます。こ

れは，撮影した画像に，メッセージを書き加えているところでございます。これは，

鼓ヶ浦小学校を訪問し，資料を提示しながら，安全な避難経路を知らせているとこ

ろでございます。２つめ目は，合川小学校第４学年，英語の実践例でございます。

電話やテレビ電話機能を持つソフトウェア，いわゆるスカイプを活用して，ウガン

ダの方と英語で交流する学習でございます。これは，英語であいさつと自己紹介を

しているところでございます。これは，相手の反応を見て，ジェスチャーを交えな

がら伝えているところでございます。これは，学習のまとめを提示しながら伝えて

いるところでございます。３つめ目は，平田野中学校第２学年，数学の実践例でご

ざいます。生徒同士が，電子黒板機能付プロジェクタを使って，答えの求め方や考

え方を交流する学習でございます。初めに，拡大表示された資料をもとに，面積が

等しくなる条件を全体で確認します。その後，個人又はグループで問題を解き，タ
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ッチペンで書き込みながら，求め方を説明したり，グループで話し合ったことを発

表したりしながら，理解を深めていきます。続きまして，その他，市内小学校にお

ける実践例を紹介いたします。ＩＣＴ教育推進モデル校以外の学校は，現場の先生

からも，タブレット型パソコンが１人１台配備されていない，教室に無線ＬＡＮ環

境が構築されていないなど，十分な環境とは言えませんが，現状のこの環境下で，

様々な実践が展開されてるのも事実でございます。そのあたり，いくつか紹介をさ

せていただきます。初めは，牧田小学校第６学年総合的な学習の時間の実践例でご

ざいます。多文化共生について学んだことや考えたことを，地域の方や保護者，他

学年の児童に伝える学習でございます。初めに，プレゼンテーション用ソフトを使

って，資料を作成します。次に，タブレット型パソコンを使って，配付するリーフ

レットを作成します。そして，牧田万博で，作成した資料を提示しながら発表をし

ます。次は，河曲小学校特別支援学級の実践例でございます。タブレット型パソコ

ンのアプリを使った，文字や言葉の学習でございます。これは，なぞり書きアプリ

を使って，ひらがなの読み書きをしているところでございます。これは，マッチン

グアプリというものを使って，ものの名前を覚えているところでございます。これ

は，漢字アプリを使って，漢字の読み書きをしているところでございます。次は，

井田川小学校第５学年，理科の実践例でございます。川などの流れる水のはたらき

について，予想や仮説を持ち，仲間と実験をして確かめたり，話し合ったりしなが

ら，流れる水のはたらきを明らかにする学習でございます。これは，実験をタブレ

ット型パソコンで撮影しているところでございます。これは，実験後，撮影した画

像を見て，予想と結果を比較しているところでございます。これは，電子黒板に実

験の様子を映し，自分の考えを発表しているところでございます。次は，桜島小学

校国際教室の実践例でございます。日本語で表現したり，まとめたりする力の習得

を目指し，先程もありましたがスカイプを使って，秋田県の小学生と交流する学習

でございます。初めに，インターネットの動画サイトで，寒い地方の様子について

学習をします。次に，秋田県と三重県の生活や気候の違いについて話し合いながら，

秋田県についての理解を深めます。そして，スカイプを使い，クイズなどをして，

秋田県の小学生と交流をします。次は，牧田小学校第４学年，体育「高跳び」の実践

例でございます。自分のめあてに沿って，仲間と見合ったり，教え合ったりしなが

ら，練習に取り組み，記録を伸ばす学習でございます。初めに，タブレット型パソ

コンで，跳ぶ姿を撮影し合います。課題によって，撮影する場所を変更します。そ

して，撮影した画像を見ながら，自分の跳び方を振り返ったり，仲間と教え合った

りします。次は，桜島小学校第２学年，算数の実践例でございます。学校独自に購

入したデジタル教科書や書画カメラを活用して，時刻と時間の復習問題に取り組む

学習でございます。これは，デジタル教科書の動く針を参考に，時刻や時間を求め

ているところでございます。これは，問題を拡大表示して，分針の位置を確かめて

いるところでございます。これは，教師が求め方の手本を示し，全体で確認してい

るところでございます。次は，旭が丘小学校，保健指導や生活指導などの実践例で

ございます。電子黒板やプロジェクタで資料を提示し，かぜやインフルエンザの予

防，トイレ掃除の仕方，避難訓練や遠足などについて，学年又は学校全体で統一し
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た指導を行うものでございます。これは，保健指導の場面で，電子黒板に手を映し，

手の洗い方を指導しているところでございます。これは，トイレ掃除の指導場面で，

便器の掃除の仕方について，確認しているところでございます。これは，遠足の事

前指導の場面で，遠足経路の危険箇所を確認しているところでございます。続きま

して，中学校の実践例を紹介いたします。1つ目は，平田野中学校第２学年，理科の

実践例でございます。ｉＰａｄを活用して，実験に取り組む学習でございます。こ

れは，実験の動画を参考に，実験の進め方を確認しているところでございます。こ

れは，実験の動画を見ながら，実験をしているところでございます。これは，実験

終了後，実験結果や，班で話し合ったことを，ｉＰａｄのアプリを使って，記録し

ているところでございます。続きまして，同じく平田野中学校第１学年，技術の実

践例でございます。デジタル設計と製作の仕組みを知り，実際に，設計したり，製

作したりする学習でございます。これは，提示された資料を見ながら，設計と製作

の仕組みについて，理解を深めているところでございます。これは，タブレット型

パソコンを使って，パズルを設計しているところでございます。これは，設計デー

タを３Ｄプリンタに送り，パズルの鋳型を製作しているところでございます。この

ようなＩＣＴ機器を活用した教育活動は，各校でのＩＣＴ機器を活用した授業研究

や研修会等により，市内の学校に広がりつつあります。教育指導課としましても，

教育委員会だより「遥か」で，各校の取組や実践例を紹介したり，校園長会を通じ

て，実践例や指導案を提供したり，教職員のＩＣＴ機器活用のスキルアップを目的

とした連続の研修講座を開催したり，夏季休業中に，各校の実践から学ぶ研修講座

を開催したり，また，その様子をフェイスブックで発信したりしながら，市内の学

校に広めているところでございます。以上，簡単ではございますが，鈴鹿市におけ

る，今現在のＩＣＴ機器を活用した教育についてお話をさせていただきました。 

 

（教育長）教育指導課から説明をいただいたのですけれども，意見交換というか何か感

じたことをお話いただくということで，お伺いしたいと思いますが。 

 

（伊藤委員）ウガンダのマギーさんというのは，ＡＬＴの方の関係の方なのですか 

 

（教育指導課長）今現在教育指導課の方で，嘱託で入っていただいておりますヘンリー

という職員がいるのですけれども，その家族関係になります。ウガンダ出身ですの

で。 

 

（伊藤委員）それで，そのスカイプで英語をやるという，例えばベルフォンテン，もう

じき帰ってみえると思うのですけれども，そういう方たちと，行って帰ってきたり

した子などがスカイプでコミュニケーションをするとか，例えばこの間帰られたＡ

ＬＴの先生みえますよね，そういう方たちと例えば希望者などがスカイプでお話を

したりとかと広がると良いかなと，ふとこれを見せていただいて思っていたのです

が，やはり費用的な問題とか，向こうの方がそういうことを，費用も含めて受けて
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いただけるかどうかというのが問題になるのかなと思って見ていたのですが，そこ

らへんはどのようにお考えになられますか。 

 

（教育指導課長）もちろんそうやってどんどんと活用が広がっていくのが一番よいので

すけれども，時差の問題がありまして，向こうが夜中こちらが朝とかですね，日本

では授業時間でないと子どもたちも活用できないので，例えば夏のキャンプなどで

夜の活動が使えるような時間帯を活用して交信ができるとよいかなとは思っており

ます。時差の問題がありますので，オーストラリア，ニュージーランドぐらいまで

ならギリギリいけるかなというのはあるのですが。 

 

（伊藤委員）そうですね。フィリピンが時差１時間くらいで，タイが２時間とか，やは

り子どもさんで可能な時間というとやはり２～３時間くらいの時差しか無理ですも

のね。 

 

（教育指導課長）難しいです。ですから，その中でもできる時間帯を探して取り組める

ような機会を見つけてチャレンジしたいと思っております。 

 

（福嶋委員）先程も後半の方で出てきたのですが，教職員のスキルアップというのは大

きな課題かなと思っているのですが，今現在鈴鹿市の教職員の先生方の中のスキル

アップに対する意欲とかですね，あるいは能力はもうだいたい充実していっている

んだとか，そういう状況というのはどんなものでしょう。 

 

（教育指導課長）委員おっしゃられるように，やはり教師の指導力が一番課題になるか

と思っております。ただ，先生方も非常に興味はありまして，学校に配置はされた

けれども，いざ使おうとなった時に，どうしたらいいのだろうというところで戸惑

ってみえる先生がいるのも事実です。しかしながら，教育指導課としては研修会を

複数回開催したり，指導主事が直接学校訪問させていただて，こういう使い方があ

りますよというように紹介したりしております。ああ，こんなに簡単にできるので

すか，じゃあやってみますというところからスタートして，そうしたらこんなこと

もできますよというように，学校側からこんなことができますよと紹介していただ

き，それを市内の先生方に広めることで，少しずつではありますけれども，今年１

年間はそうやって今ある環境のもとで，どれだけのことができるかというあたりを

先生方に実践していただきたいと思っております。先生方，本当に習得は早くて，

ちょっときっかけを掴めば，どんどん使っていただけるので，この機会を逃しては

いけないと考えております。 

 

（福嶋委員）最近若い先生の数が増えてきているそうですよね。そういう面では頭の柔

らかい方たちというか，そういう現代の機器に触れている方たちに期待ができると

思っております。 
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（教育指導課長）その若い先生よりも，まだ若い子どもたちの方がやはり習得が早くて，

子どもたちにもそういう機会を多く与えれば，どんどんと成果は出るかなというよ

うに思っております。 

 

（福嶋委員）子どもから教わると。 

 

（教育長）子どものが早いですからね。 

 

（下古谷委員）今３校ですか，限られた学校しかこういう環境にないというのは非常に

残念なのですけれども，今発表していただいた素晴らしいことたくさんされていて，

非常に素晴らしい取組をやっているのだなとよくわかります。是非まあ，市内全校

に進めていくというか，広げていって欲しいなというのはございますけれども，た

だ１点教えていただきたいのが，今多分タブレットを使ってこういうことが例えば

写真をとるとか，データを入力してということをされていると思うのですが，どう

でしょう，これからは，例えば普通の授業なんかでも，例えばみなさんここ分かり

ましたかというようなことを確認する，「はい」とか「ノー」というのをタブレット

のところに「はい」としてもらうと，例えば何人の子が理解できたとかみたいなも

のがこう出るような，確認というのでしょうかね，そんな意味で使っていくという

ようなことが最近よく出てきているようなのですけれども，そんな使い途もまた考

えていただいてですね，要するに，どれだけ理解して授業を進めていっているのか

というのが先生のひとりよがりにならないように，そういう方向も是非検討して欲

しいなという気がいたします。それとあともう１点ですね，また別なのですけれど

も，実はうちの学校で来年ダナバニーという女性の６５歳くらいの先生が，理科教

育を専門にされている先生です。以前，過去にも僕も一緒にやらせていただきまし

たけれども，神戸高校さんと，高田さんとあとうちの学校で理科の教育についてと

いうのでやらせていただいて，その先生が来年，費用の方は阪大の方が持っていた

だけるということで，特に謝礼があるかは知りませんけれども，ほとんどかかりま

せんので，もし早めに言っていただければそういうのもプログラムの中に，もとも

と小学校から小・中・高，全部理科教育について，向こうでは３０年以上やられて

いる，もう音楽歌いながら，耳で聞きながらとか，そういう，その先生もギター演

奏したりして，授業でやるような形の，面白い先生です。もし，こんなのがあれば

というのを言えば，多分やっていただけると思いますので，またお声かけいただけ

ればと思います。 

 

（教育長）何だか学官連携でいけそうだなと。 

 

（下古谷委員）早めにいっていただければ，来年まだいつ来るか決まっていないのです

けれども，もう阪大の方が費用出してうちのほうでは少なくとも１週間くらいは来

てくれると思いますので。その間，というのは早めに言っていただければ割けると

思いますので。 
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（伊藤委員）費用かからないのがいいですね。 

 

（下古谷委員）今ただ計画段階ですので，多分いくとは思いますけれども，中止になる

ことはないと思います。 

 

（教育長）ほかよろしいですか。展示していただいたもの，後でまた個人的に見ていた

だいても結構ですので。 

 

（教育長）そうしましたら，その他事項の１番を終わらせていただきたいと思います。

それでは次に９月の教育委員会定例会の開催についてをお願いいたします。 

 

（教育総務課長）９月の教育委員会定例会を９月２９日火曜日，午後２時から開催した

いと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,９月教育委員会定例会を９月２９日火曜日，午後

２時から開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして８月教育委員会定例会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

 

８月教育委員会定例会終了 午後５時０５分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 玉川 登美男 

 

委 員 岡井 敬治 


