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６ 会議の概要
(1) 開 会
委員長
委員長

午後２時00分開会を宣する。
議案 第36号 平成27年度使 用義務 教育諸学 校教 科用図 書の採択

に関す る指導 、助 言 又は援 助につ いて 、 教科書 採択に 係る 審 議は、 必要
と判断 される 場合 に は審議 を非公 開と し てきた が、本 年度 は 、静ひ つな
環境が確保されていることから、審議を公開することについて諮る。
全委員
委員長

異議ない旨答える。
議事 の議 案 第38号 から 第40号 ま での委 員の任 命３ 件 及びその

他の協議案件の表彰 案件１件については 、いずれも人事案件 であること
から、審議を非公開とすることを発議する。
全委員 異議ない旨答える。
(2)

６月定例会会議録の承認

（3)

委員長

６月定例会会議録の承認について諮る。

全委員
委員長

異議ない旨答える。
承認する旨宣する。

教育長報告
委員長 報告を求める。
○平成26年６月定例県議会質問及び答弁要旨について
教 育長 平 成 26年６月 定例県議 会 における 教育委員 会 関係の質 問事項
と答弁要旨について報告する。
委 員長

文教 警察委員 会での 特別 支援教育 に関す る質 問に関し 、今日

午前中 にしげ のぶ 特 別支援 学校を 視察 し た際に 話の出 てい た エレベ ータ
ーの設 置状況 につ い て、実 際に現 場を 見 ての意 見を教 育総 務 課長に 求め
る。
教 育総務 課長 一部の 議員か ら新 居浜特別 支援学 校分 校を新設 するに
あたり エレベ ータ ー が１基 しかな いと い うこと の適否 につ い て質問 があ
ったが 、その こと に 関し文 教警察 委員 会 におけ る特別 支援 教 育課長 の答
弁のと おり、 児童 生 徒の状 況に合 わせ た 形で先 生方が ゆっ く りと運 ぶと
いうこ とから 、今 日 見た限 りでは １台 で 足りな いとい う印 象 はなか った
旨回答する。
○教員免許に係る公文書非公開決定に関する審査請求について
義務教育課長 教員免許に係る公文書非公開決定に対する審査請求につ
いて、経過及び今後の手続について報告する。
○平成26年度愛媛県県立高等学校入学者選抜の結果概要について
高 校教育課 長 平成26年度愛媛 県 県立高等 学校入学 者 選抜の結 果につ
いて、 入学者 選抜 の 日程、 受検者 数及 び 合格者 数並び に全 日 制課程 の学
力検査の成績概況を報告する。
委 員長 英語 の得点相 対度数 分布 図では得 点の低 い方 に多くの 生徒が
集まっ ている 旨意 見 を述べ る。小 学校 の 英語が 必修化 され て いった 場合
に高校までの過程の中で予想される変化について質問する。
義 務教育 課長 英語の 教育課 程の 特例校で ある新 宮小 ・中学校 では非
常にコ ミュニ ケー シ ョン能 力が高 くな っ ている 旨、特 にＡ Ｌ Ｔの方 との
交流は 、他の ＡＬ Ｔ を活用 してい る学 校 と比較 しても 数段 上 である 旨、
その他 一部学 力の 部 分につ いても 調査 は したが 、それ ほど 大 きな変 化は
今のと ころ出 てい な い旨、 その他 のと こ ろにつ いては 今の と ころ予 想が
できない旨意見を述べる。
脇 委員

新宮 小・中学 校は私 の地 元であり 、保護 者の 意見を耳 にする

ことがあ るが 、概ね 喜んでお られ る旨、 特にすば らし い先生 が多いの で、
地元としても歓迎している旨意見を述べる。
関 委員

少し 気になる のは数 学と 英語の平 均点が 若干 低い、そ のため

５教科 の平均 点も 低 くなっ ている 旨意 見 を述べ る。一 応全 教 科学習 した
ものを 全部網 羅す る と書い てある が、 特 に数学 と英語 につ い て従来 と設
問が変わったなど特徴的なことについて質問する。
高 校教育 課長

数学の 平均点 が下 がった理 由につ いて は、知識 を問う

に留ま らず、 何が 必 要か見 通しを 立て た 上で解 く問題 が多 く 、全体 とし
て難易 度が上 がっ た 旨、英 語の平 均点 が 下がっ た理由 につ い ては、 聞き
取りの 問題で 英文 が やや複 雑であ った こ とや、 長文に おい て 扱われ てい
る内容 が受験 生の 生 活に密 着した もの で はなか ったた め、 内 容を捉 える
のに時 間がか かっ た ことが 考えら れる 旨 、一般 的には 論理 的 な思考 力や
総合的 な判断 力、 表 現力が 求めら れる 問 題、知 識や技 能等 実 生活の 様々
な場面 で活用 する 力 をつけ る問題 など が あり、 例年よ りや や 正答率 が下
がる傾 向があ る旨 、 特に数 学と英 語の 問 題の難 度がや や上 が り全体 とし
て平均 点が下 がっ た と思わ れるが 、基 礎 基本に ついて は、 こ れをも って
学力が下がったとは捉えていない旨回答する。
委員長

暫時、休憩する旨宣する。

教職員 厚生 室長 、生 涯学習 課長 、文 化財 保護課 長、 国体 競技 力向上 対
策室長、高校教育課長及び人権教育課長退席する。
保 健体育 課指 導主事、 義務教 育課 指導主事 及び特 別支 援教育課 指導主
事着席する。
（4)

委員長
議 事

議事を再開する旨宣する。

議案審議
委員長 議案第36号を上程する。
〇議案 第36号 平成27年度 使用義務 教育諸学校 教科用 図 書の採択に 関す
る指導、助言又は援助について
委員長

小学校教科用図書について議案説明を求める。

義 務教育 課長 平成27年度使 用の 小学校教 科用図 書の 採択に関 する事
務につ いて、 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10
条の規 定に基 づき 、 愛媛県 教科用 図書 選 定審議 会から 答申 さ れた採 択基
準及び 選定資 料に よ り、市 町への 指導 、 助言又 は援助 を行 う ことに つい
て原案を説明する。
委 員長

国語 の教科書 以外に １冊 縦書きの 教科書 を見 つけたが 、生活

の教科 書で信 州教 育 出版の 縦書き とい う のは長 野の教 育方 針 に沿っ た編
集なのか、何かあるのかについて質問する。
谷 口指導 主事 信州教 育出版 の生 活の教科 書のみ 縦書 きになっ ている
ことにつ いて は趣意 書にもな く詳 細は分 かりかね るが 、信州 教育出版 は、
長野県 におけ る教 科 研究の 成果発 表及 び 教育研 究の助 成等 事 業を行 って
いる企 業では ある が 、今回 の教科 書に 関 しては 長野県 のみ に 特化し たも

のではない旨回答する。
委 員長 カラ ーや編集 、内容 につ いては良 いと思 う旨 、国語力 を伸ば
すため にどこ かで 応 援しよ うとい う意 図 があり 縦書き にこ だ わって いる
のかなと思った旨意見を述べる。
堺 委員 文 科 省の検定 を通って い るので、 内容的に 特 には問題 ない旨 、
義務教 育課長 が言 わ れたよ うにそ れぞ れ 特色は あると いう こ とで、 何を
使用す るかは それ ぞ れの先 生方に かか っ ている 旨、使 い方 次 第で子 ども
たちが どうい う力 を 伸ばし ていく か、 そ れぞれ の地域 がこ れ も参考 にし
ながら 決めて いく 旨 、小学 校の教 科書 を 改めて 読むと 結構 面 白い旨 意見
を述べる。
委 員長

保健 の教科書 で、思 春期 の体の特 徴とい うこ とを小学 校３年

生くら いから 教え て いるが 、思春 期の 捉 え方に ついて 随分 教 えるの が早
くなってきているように思ったが、一般的にはどうか質問する。
門 田指導 主事 第３学 年、第 ４学 年の教科 書に育 ちゆ く私とい う内容
のもの が記載 され て いる旨 、その 中で 子 どもた ちは体 つき の 変化や 異性
への関 心等に つい て 学習を し、大 人へ の 体に近 づいて いく と いう不 安な
どを抱 えるこ とが あ ると思 うが、 その 場 合の対 処の仕 方や 個 人差が ある
こと、 そうい った 変 化を恒 常的に 受け 止 められ るよう な内 容 になっ てい
る旨、 早いか どう か につい ては答 えよ う がない が、特 に23年 度の教 科書
と比較しても大きな差異はなかった旨回答する。
委 員長 いろ いろな刺 激が強 くな ってきて おり、 栄養 状態も良 くなり
早くな ってい ると 思 うが、 自分の 周り の 小学３ 年生を 見て い るとち ょっ
と早いのではという印象がある旨意見を述べる。
堺委員

もう一度中学生でも教えることについて質問する。

門 田課指 導主 事
る旨回答する。

似た ような 内容 にはなる が、少 し発 展的な内 容にな

堺 委員 その 時期に教 えたこ とは 子どもた ちの中 に入 り、生活 の中で
活かされると思う旨、教科書も随分カラフルになった旨意見を述べる。
委 員長

カラ ーで図が たくさ ん出 ている方 が、国 語で は想像す る部分

を阻害 する旨 、絵 に すると それが 一つ の 解釈に なる旨 、写 真 等があ り過
ぎではないかと個人的には思う旨意見を述べる。
攝 津委員

国 語の教科 書の中 に、 絵だけで 文字が 一つ も書いて いない

箇所が 何ペー ジか あ り、こ れは何 の教 科 書なの かと思 った 旨 、絵も 大切
だとは思うが、もう少し文字を大切にしてほしい旨意見を述べる。
委 員長 書写 の教科書 の中で はね るという ことを スー と表現し ている
教科書 が複数 あっ た が、別 のペー ジで は 線の大 小のと ころ で 筆圧を 軽く
すると 細くな り、 強 くする と太い 線に な る旨、 はねの こと を スーと いう
のは筆圧の説明と違い、これでわかるのかなと思った旨意見を述べる。

教 育長 書写 は実際に 書いて いく ので、教 科書だ けに 書いてあ る言葉
づらだけではないのかなと思う旨意見を述べる。
堺委員

はねると教わった旨意見を述べる。

委員長
関 委員

昔の書き方と比べて少し解りにくい旨意見を述べる。
これ からの教 育の中 でや はり時代 の流れ とい うものを どう理

解させ ていく かと い うこと が大事 であ る 旨、子 どもが 将来 成 長して いっ
た中で 、その 思考 や 興味の 方向性 が決 ま ると思 うため 、そ う いうこ とを
大事に 見てい きた い と思っ ている 旨、 社 会の教 科書で も、 い ろいろ な事
象が取 り上げ られ て いるが 、その 事象 と いうの が今の 時代 に あって いる
か等と 比較し なが ら 見てい る旨、 学習 指 導とい う面で はあ ま り良し 悪し
は一概 に言え ない と 思う旨 意見を 述べ る 。何か 一つポ イン ト となる もの
について質問する。
義 務教育課 長 教科書 でその違 い を見つけ ていくの は かなり難 しい旨 、
内容面 での差 はだ ん だん縮 まって きて い る旨、 教材の 切り 口 につい ては
教員に 求めら れる 資 質の中 の一つ だと 思 うが、 いかに 本質 的 な課題 を子
どもた ちに提 供し て いくか という こと で あり、 我々教 員が 研 修を深 めて
よりよ い教材 にし て いくこ とで教 科書 を 使わせ ていた だく と いう形 が適
切であると考えている旨回答する。
関 委員

今 言 われたと おり、切 り 口や教え 方が一番 大 事だと思 うので 、

その辺 は本当 に注 意 してい かなけ れば 一 つの思 想がで きあ が ってい くの
で、き ちんと 社会 人 として やはり 常識 人 として という 部分 も 入る旨 、そ
ういう教育につながるものであるという印象を受けた旨意見を述べる。
攝 津委員 自 分が母親 なので 家庭 科が気に なり、 家庭 科の教科 書をよ
く読ん だが、 家庭 科 の実習 等が年 々減 っ ており 、子ど もた ち が主食 を作
れない 状況で 、実 習 をして もケー キを 焼 くとい う内容 で観 点 が外れ てい
るものが ある 旨、新 聞などで 幼児 虐待や 我が子を 殺す という 記事があ り、
そうい う大人 が増 え ている 状況の なか で 、家庭 科と保 健体 育 という のは
とても 大切な もの な ので、 親にな るた め の準備 という こと で もなる べく
時間を減らさないように時数を増やしてほしい旨意見を述べる。
委 員長 特別 支援学校 小学部 及び 小学校特 別支援 学級 用一般図 書につ
いて議案説明を求める。
特 別支援 教育 課長

平 成27年 度に 使用する 学校教 育法 附則第９ 条に規

定する 特別支 援学 校 小学部 及び小 学校 特 別支援 学級用 教科 用 図書（ 一般
図書） の採択 に関 す る事務 につい て、 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10条 の規定 に基 づ き、愛 媛県教 科用 図 書選定 審議
会から 答申さ れた 採 択基準 及び選 定資 料 により 、市町 への 指 導、助 言又
は援助を行うことについて原案を説明する。
委員長

意見を求める。

脇 委員 特別 支援学校 だけに とい うことで はない が、 私の記憶 では小
学校か ら中学 校に 上 がった ときに 極端 に 内容が 変わる 旨、 次 につな がる
教科書が ある かどう か、小学 校で 習った ことが中 学校 で活か されるの か、
特に特 別支援 学校 に おいて は子ど もた ち の習熟 度が遅 くな る ことは 仕方
がない ことだ が、 つ ないで いかな いと 就 職や進 学につ いて も しんど いこ
とにな ってく るた め 、小学 校教科 書だ け で見る のでは なく て 小中高 とい
う全体としての教科書の見方もしてほしい旨意見を述べる。
特 別支援 教育 課長 子 どもた ちの 障害の特 性や発 達段 階に合わ せて、
小学校 、中学 校、 高 等学校 それぞ れの 引 継ぎが できる こと が 重要で ある
と考え ている 旨、 小 学校か ら中学 校、 中 学校か ら高等 学校 に 上がる 際に
は一人 一人の 子ど も たちの 個別の 教育 支 援計画 とか個 別の 教 育指導 計画
という ものを 子ど も 一人一 人に作 って い るので 、そう いう も のを活 用し
ながら 引継ぎ が十 分 行われ る旨、 小中 高 全体を 見渡し ての 教 科書採 択を
念頭に おき、 様々 な 子ども たちが ケー ス バイケ ースで 対応 で きる、 小学
校用の 教科書 でも あ り、中 学校用 の教 科 書でも ありと いう よ うなこ とも
その中 にはあ った り するが 、比較 的脳 の 障害の 重い軽 いに 関 わらず 教科
書採択 を実施 して 学 校現場 で子ど もに 合 わせた 仕様に 十分 努 めてま いり
たい旨意見を述べる。
関 委員

今日 しげのぶ 特別支 援学 校を視察 して、 児童 生徒の興 味の違

いがす ごくあ ると 思 った旨 、一番 大事 な のは意 欲や興 味を 高 めてい くこ
とであ り、そ れに 加 えて日 常生活 や社 会 生活の 知識を 深め 、 興味を 持た
せてい く旨、 一つ の ものを 与えて みん な でとい うもの では な いと思 うの
でそれ が非常 に難 し いと思 うが、 でき る だけ多 様性の ある も のを選 んで
おいて 、一人 一人 の 興味を 持つも のを で きるだ け高め て、 さ らに伸 ばし
ていくような採択をしてほしい旨意見を述べる。
攝 津委員 今 日しげの ぶ特別 支援 学校に行 って、 子ど もたちに 肢体不
自由と 知的障 害の あ る重度 の方が 年々 増 加して いると いう 話 を聞い て、
体の動 かない 子は し たくて もでき ない こ とがあ るし、 精神 的 に弱い とこ
ろがあ る子は そう い うこと も念頭 にお い てしな ければ いけ な いこと があ
るし、 個々に たく さ んある なあと いう 思 いがあ った旨 、ポ ス ターを 書い
ている ところ に出 く わし、 ポスタ ーに 「 人と違 ってみ んな い い」と いう
文字を 書いて いる 子 がおり 、本当 にそ う だなと 思い感 動し た 旨、こ れし
かでき ないと いう こ とでは なくて 、し た いこと をした い時 に できる 環境
を作っていってあげたらいいと思った旨意見を述べる。
特 別支援 教育 課長 委 員の言 われ たとおり 、障害 のあ る子ども たち一
人一人 が意欲 を高 め て興味 関心を 広め て 、実際 に今日 見て い ただい た中
で、子 どもた ちが 一 生懸命 外に手 を伸 ば そうと したり 、表 情 で出し てみ
たり、 外の音 の世 界 を一生 懸命取 り込 ん でいこ うとす る姿 、 非常に 生き

生きと しげの ぶ特 別 支援学 校の授 業が 展 開され ていた 様子 を 見てい ただ
いた旨 、これ らの 一 人一人 の子ど もた ち の特性 等も踏 まえ た 上で、 選定
資料を 見てい ただ く と、内 容等も 似て い るもの もある が、 中 身の教 科書
に指定 したも のに つ いては 様々な 工夫 が 凝らさ れてい る旨 、 これら の工
夫も幅 広く用 意し て 子ども たちに とっ て 意欲を 高めて いく よ うな教 材の
一つになっていくように努めたい旨意見を述べる。
委員長
全委員

原案について諮る。
異議ない旨答える。

委員長

原案のとおり可決決定する旨宣する。

委員長

暫時、休憩する旨宣する。

保健体 育課 指導 主事 、義務 教育 課指 導主 事及び 特別 支援 教育 課指導 主
事退席する。
教職員 厚生 室長 、生 涯学習 課長 、文 化財 保護課 長、 国体 競技 力向上 対
策室長、高校教育課長及び人権教育課長着席する。
委員長 議事を再開する旨宣する。
委員長 議案第37号を上程する。
〇議案第37号 平成26年度全国学力・学習状況調査の結果公表について
委員長 議案説明を求める。
義 務教育課 長 平成26年度全国 学 力・学習 状況調査 に 関する実 施要領
に基づき 、平 成26年 度全国学 力・ 学習状 況調査の 結果 におけ る市町及 び
中等教育学校の状況について、公表しようとする原案を説明する。
委員長

意見を求める

堺 委員 ３ペ ージの資 料１の ○○ 教育委員 会には 市町 名が入る という
ことで よいか 、ま た 砥部町 のよう に中 学 校が一 校しか ない と ころの 数字
につい てはそ れぞ れ の教育 委員会 と協 議 して公 表する かど う か決め るの
かについて質問する。
義務教育課長 そうである旨回答する。
委員長 資料２は各学校で作る資料であるのかについて質問する。
義 務教育課 長 これは 各市町の 教 育委員会 の方で作 成 する旨回 答する 。
委 員長

市町 教育委員 会の考 え方 でこうい う形の もの を出すか 出さな

いかを決めるということで、一律に出すようにするのか質問する。
義 務教育 課長 一律で はなく 、資 料２の中 段を見 てい ただくと 上段の
観点は 各教科 の観 点 で、中 段の観 点に つ いては 、本県 共通 と して５ 項目
を選ん だが、 各市 町 の子ど もたち の実 態 に応じ て、共 通部 分 として お願
いしたいというふうに考えている旨回答する。
教 育長 例え ば松山市 の小学 校の 平均の傾 向はこ うで あり、中 学校は
こうで すとい うこ と につい ては県 とし て 公表す る旨、 更に 学 校別に 公表
するか どうか は市 町 の教育 委員会 で判 断 いただ く旨、 その た めのフ ォー

マットはお配りする旨回答する。
委 員長 調査 だけやっ て公表 しな いという のには 少し 疑問があ る旨、
延長上 にある もの な ので、 結果公 表に つ いても やって みて 改 善すべ きと
ころが あれば 改善 す るとい うこと で出 発 点とし てはい いと 思 う旨意 見を
述べる。
委員長

原案について諮る。

全委員
委員長

異議ない旨答える。
原案のとおり可決決定する旨宣する。

委員長

以後の案件を非公開とする旨宣する。

委員長 議案第38号を上程する。
○議案第38号 愛媛県総合科学博物館協議会委員の任命について
委員長

議案説明を求める。

生 涯学習 課長 愛媛県 総合科 学博 物館協議 会委員 の任 期満了に 伴い、
博物館法第21条の規定により任命する原案を説明する。
委員長
全委員

原案について諮る。
異議ない旨答える。

委員長

原案のとおり可決決定する旨宣する。

委員長 議案第39号を上程する。
○議案第39号 愛媛県歴史文化博物館協議会委員の任命について
委員長 議案説明を求める。
生 涯学習 課長 愛媛県 歴史文 化博 物館協議 会委員 の任 期満了に 伴い、
博物館法第21条の規定により任命する原案を説明する。
委員長
全委員

原案について諮る。
異議ない旨答える。

委員長

原案のとおり可決決定する旨宣する。

委員長 議案第40号を上程する。
〇議案第40号 愛媛県美術館協議会委員の任命について
委員長 議案説明を求める。
文 化財保 護課 長 愛媛 県美術 館協 議会委員 の任期 満了 に伴い、 博物館
法第21条の規定により任命する原案を説明する。

(5)

委員長
全委員

原案について諮る。
異議ない旨答える。

委員長
委員長

原案のとおり可決決定する旨宣する。
議事を閉じる旨宣する。

その他
〇平成26年度学校給食文部科学大臣表彰について
委員長 協議題の説明を求める。
保 健体育課 長

平成26年度学校 給 食文部科 学大臣表 彰 の被表彰 候補と

な っ て い る 学 校 及 び 共 同 調 理 場 （ ２ 校 ）、 学 校 給 食 関 係 者 （ １ 名 ） 並 び
に学校給食関係団体（１団体）の推薦について説明する。
委員長 原案について諮る。

(6)

全委員

異議ない旨答える。

委員長
委員長

了承する旨宣する。
非公開案件終了のため会議を公開する旨宣する。

閉 会
委員長

午後３時35分閉会を宣する。

以上会議のてん末を記録し、相違のないことを証するため署名する。

