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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

平成３０年７月２４日定例教育委員会が、一宮市役所本庁舎６階特別会議室に招集された。

１ 定例教育委員会議案案件

第４４号議案 平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択につ

いて

第４５号議案 平成３１年度使用小・中学校用教科用図書の採択について

第４６号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について

第４７号議案 「（仮称）体育館等複合施設体育館条例」の制定について

第４８号議案 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正について

２ 出席委員

中野教育長 山田委員 森委員 加藤委員 平松委員 鈴木委員 野田委員

３ 欠席委員

 無

４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名

皆元教育文化部次長 滝中央図書館長 野中博物館長 堀総務課長 春日井学校教育課

長 森学校給食課長 岩田生涯学習課長 岡本スポーツ課長 善治教育指定管理課長 

木村図書館事務局長 竹田博物館事務局長

５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名

伊藤総務課専任課長 浅田総務課課長補佐 谷口総務課課長補佐

６ 傍聴者

  ２名

会 議 て ん 末

中野教育長（午後１時３０分開会を宣言）

ただ今から、７月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を山田委員

と森委員のお二人にお願いいたします。それでは、６月の定例教育委員会の会議録がお

手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。

各委員

異議ありません。 

中野教育長

ご異議がないようでございますので、６月の定例教育委員会の会議録について承認いた

します。それでは本日の議案の審議に入ります。第４４号議案 平成３１年度使用中学

校用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択について、ご説明をお願いします。
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春日井学校教育課長

第４４号議案 平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書の採択につ

いて、別紙案を添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は平成３１

年度に使用する中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書を採択するため本案を提出

するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。

中野教育長

  何かございませんか。

委員

  調査研究委員会の研究委員に選ばれた方はどのような方ですか。

春日井学校教育課長

  今回の中学校用道徳につきましては、一宮、稲沢、丹葉の３地区から合わせて５名で研

究をいたしました。

中野教育長

  他に何かございませんか。

委員

  どの教科でも調査研究委員会の研究委員は５名ですか。

春日井学校教育課長

  小学校用の教科用図書は、研究委員が３名となっています。

中野教育長

  他に何かございませんか。

委員

  採択案の教科書の内容構成で、「毎回の振り返り」や「１年間の振り返り」で生徒自身、

教師、家庭それぞれで記述欄があるとなっていますが、「毎回の振り返り」というのはど

のようなものに当たるのでしょうか。

春日井学校教育課長

  「毎回の振り返り」につきましては、「学びの道しるべ」というものが必ず毎時間に入っ

ており、この教材を通して考えていきたいこと、自分でどういうことが出来るのかとい

うような項目があり、それらを自分に置き換えるような記述になると思います。また、

「１年間の振り返り」につきましては、例えば１年生であればどんな２年生になりたい

かなど、そういった記述になると思います。

委員

  記述欄につきまして、例えばどのような３年生になりたいかという生徒に対して、教員

はこう答えたらいいといったガイダンスなどはありますか。

春日井学校教育課長

  採択案の教科書にある記述欄につきましては、基本的には生徒たちが自分の考えを書く

ためということなので、例えば教員に見せるためにやるものではないと思っています。

しかしながら、教師が授業後にこれに感想を入れたりすることはあるかも知れません。

あらかじめこれを見せなさいとすると、子どもたちはよりよく書こうとする可能性があ

りますので、特に道徳については自分の考えで記しておくというような扱いになってい

くと思います。

中野教育長
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  他に何かございませんか。

委員

  中学校でスクールライフを書かせていると思いますが、それとの関連性はまったく持た

せずに、完全に教科として分けて行うのですか。

春日井学校教育課長

  スクールライフは日記ですが、道徳はすべての教育活動に関係していますので、関連性

が無いということはないと思います。道徳の授業で自分が考えたことをスクールライフ

に書くこともあると思います。

中野教育長

  他に何かございませんか。

委員

  教科書にノートが付いて、教材に対しての理解度に教員が評価を書き込めるものが有り

ますが、採択案の教科書にはそれが無く、教員が工夫をして理解度がわかるようなもの

を作るか、そういうものは付けずに評価をしなければならないと思いますが、書くもの

が無いというところを選ばれた理由を教えてください。

春日井学校教育課長

  研究委員の調査によりますと、ノートが有るものと無いもので比較検討したところ、ノ

ートが有るものは経験が少ない教員にとっては利点があるが、それによって授業が硬直

化するなどの問題もあるとの結果が出ています。採択案の教科書には、パソコンでアレ

ンジが出来るノートになるようなデータが添付されており、教員自身の考えに応じた授

業が出来ますので、こちらの方が利点であると判断したということでございます。

委員

  教員に向けた指導要綱みたいなところに、ノートの参考になるような資料が添付されて

いるという理解でよろしいですか。

春日井学校教育課長

  そのとおりでございます。指導書という名前になると思います。

中野教育長

  他に何かございませんか。

委員

  この教科書を見たときに見やすいという印象を感じました。「学びの道しるべ」のポイン

トが一つ一つきちんと提示してあるというのは生徒同士、教員も含めて同じ視点で話し

合えると思います。道徳というと堅苦しいイメージがありますが、このところはポイン

トを読むと自分の意見が言いやすく、授業が前向きに行えるのではないかと感じました。

中野教育長

  他に何かございませんか。ご意見も尽きたようですのでお諮りをします。本議案に賛成

の方は挙手をお願いします。

各委員

賛成いたします。（全委員挙手）

中野教育長

全員賛成ですので、第４４号議案 平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教

科用図書の採択について原案どおり可決いたします。続きまして、第４５号議案 平成
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３１年度使用小・中学校用教科用図書の採択について、ご説明をお願いします。

春日井学校教育課長

第４５号議案 平成３１年度使用小・中学校用教科用図書の採択について、別紙案を添

えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は平成３１年度に使用する小・

中学校用教科用図書を採択するため本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説

明）よろしくご審議をお願いいたします。

中野教育長

  何かございませんか。

委員

  教科によって、協議する冊数に差があるのはどうしてですか。

春日井学校教育課長

  検定教科書は文部科学省で決定しますので、検定に通った教科書が各教科その冊数だっ

たということです。

中野教育長

  他に何かございませんか。ご意見も尽きたようですのでお諮りをします。本議案に賛成

の方は挙手をお願いします。

各委員

賛成いたします。（全委員挙手）

中野教育長

全員賛成ですので、第４５号議案 平成３１年度使用小・中学校用教科用図書の採択に

ついて原案どおり可決いたします。

春日井学校教育課長

  本採択につきましてお願いがございます。８月３１日までが各地区の採択期間となって

おります。公表はそれぞれの採択地区に影響を及ぼすということで８月３１日まで取り

扱いは十分ご注意をお願いします。公表は９月１日以降でお願いいたします。

中野教育長

続きまして、第４６号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について、ご説明をお願

いします。

春日井学校教育課長

受付番号第２８号から第２９号について後援内容説明。

岩田生涯学習課長

  受付番号第２２号から第２４号について後援内容説明。

岡本スポーツ課長

受付番号第１３号から第１４号について後援内容説明。

竹田博物館事務局長

受付番号第２号について後援内容説明。

中野教育長

  何かございませんか。

委員

  学校教育課受付番号第２９号の開催場所が一宮市木曽川文化会館練習室となっています

が、練習室はどれくらいのキャパシティがありますか。



- 5 -

善治教育指定管理課長

  定員１２０人の一番大きな部屋になります。

中野教育長

  他に何かございませんか。

委員

博物館事務局受付番号第２号ですが、内容に体験活動推進事業とありますが、スポーツ

センター会議室の中で行うのか、それとも実際に総合運動場のどこかで行うのか教えて

ください。

竹田博物館事務局長

  スポーツセンター会議室の中で文化教養ということで行います。

中野教育長

  他に何かございませんか。

委員

  スポーツ課受付番号第１３号で男子８チーム、女子８チームというのは愛知県全部の中

の８チームだけが出て試合をするのですか。 

岡本スポーツ課長

  愛知県内の登録している中から希望を募って男子８チーム、女子８チームということで

す。 

委員

  これ以上出てきたら抽選などになりますか。登録数はそんなに多くないということです

か。

岡本スポーツ課長

  ソフトボールのスポーツ少年団は、女子はありますが男子はあまりありません。多い場

合は抽選になります。

委員

  一宮市として登録しているチーム数を教えてください。

岡本スポーツ課長

  スポーツ少年団として登録して活動しているのは、女子の１チームです。

中野教育長

  他に何かございませんか。

各委員

賛成いたします。

中野教育長

全員賛成ですので、第４６号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について原案どお

り可決いたします。続きまして第４７号議案 「（仮称）体育館等複合施設体育館条例」

の制定については、秘密会として審議したいと思いますが、いかがでしょうか。

各委員

承認いたします。

秘密会による審議（原案どおり可決）
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中野教育長

以上をもちまして秘密会を終了します。続きまして、第４８号議案 一宮市公民館設置

及び管理に関する条例の一部改正について、ご説明をお願いします。

岩田生涯学習課長

第４８号議案 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正について、別紙案を

添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は一宮市神山公民館の改築

移転に伴い、施設の位置変更を市長に申し出るため本案を提出するものです。（別紙（案）

に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。

中野教育長

  何かございませんか。

委員

  跡地は何になりますか。

岩田生涯学習課長

  現在、検討中でございますので、正式には決まっておりません。

中野教育長

  他に何かございませんか。

各委員

賛成いたします。

中野教育長

全員賛成ですので、第４８号議案 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正

について原案どおり可決いたします。以上をもちまして、本日の審議を終わります。次

に報告事項をお願いいたします。

報 告 事 項

堀総務課長

  教育委員行政調査について、愛知県市町村教育委員会連合会定期総会・研修会について

春日井学校教育課長

  いちのみや夢人材育成事業について、小学校合唱祭について

岩田生涯学習課長

いちのみや民俗芸能のつどいについて

岡本スポーツ課長

  ７月２３日「ラジオ体操夏期巡回・みんなの体操会」について

木村図書館事務局長

パネル展示「原爆と人間展」の開催について

竹田博物館事務局長

  シンポジウム「木曽川が育んだ自然と文化イタセンパラを守る」の開催について

そ の 他

堀総務課長
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  ８月・９月・１０月・１１月の定例教育委員会の日程について、９月の総合教育会議に

ついて、１０月の手をつなぐ子らの運動会について、１月の学校給食交歓会について

閉 会 宣 言

中野教育長

  これをもちまして、本日の会議を終わります。
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。

教 育 長

委   員

委   員


