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平成３０年第１５回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成３０年７月２６日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時４３分 

５ 出席した委員の氏名   森 恵実子教育長、篠部 信一郎委員、川名 紀美委員及び木野 達夫委員 

６ 除斥した委員の氏名    

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

理事         上江洲 均 
管理部長       和田 和久 
学校教育部長     田上 裕一 
社会教育部長     立花 誠 
管理室長       西本 学 
学教教育室長     羽田 正樹 
教育支援室長     川戸 義弘 
学校教育部次長    谷川 妙美 
生涯学習室長     公手 勤 学事課長       高田 輝夫 

学校教育課長     藤山 昌生 
特別支援教育担当課長 今北 眞奈美 
青少年センター所長  伊藤 章 
スポーツ振興課長   細谷 英生 
教育研究課副課長   筒井 啓介 
教育研究課係長    小林 秀昭 
学事課係員      岩佐 豪  

 

８ 会議の書記   教育企画課長     柳田 直記 
教育企画課係長    小松 謙太 
教育企画課事務職員  猪井 繁哲  

９ 議題 

○議案第１９号 平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について（可決） 

○議案第２０号 平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択について（可決） 

○議案第２１号 宝塚市教育委員会委員の辞任の同意について（同意） 

○報告事項 宝塚市いじめ防止対策委員会からの答申について 

○報告事項 平成３０年５月における宝塚市立学校の「いじめ事案」について【 非公
開案件 】 
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   会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

森教育長   平成３０年第１５回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  傍聴希望の方はいらっしゃいますか。 

西本室長   現在、傍聴者が１５名おられます。  入室していただきます。 

 

【傍聴者入室】 

 

森教育長   それでは、本日の会議を始めます。  なお、本日は井上委員から欠席の通知を受けております。地方教育行政組
織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、過半数の委員の出席

がありますので、本会が成立する旨報告いたします。  本日の署名委員は篠部委員です。よろしくお願いいたします。  本日の付議案件は、議決事項２件、議決事項以外の案件３件です。  進行について事務局からお願いいたします。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項２件、議決事項以外の案件が３件です。  議案第１９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について   議案第２０号、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択につい
て  報告事項、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書採択にかかる調査
研究について（答申）  報告事項、宝塚市いじめ防止対策委員会からの答申について  報告事項、平成３０年５月における宝塚市立学校の「いじめ事案」につい
て  議案第２０号及びこれに関連する答申の報告につきましては、一括での審
議をお願いいたします。  なお、資料に記載されている宝塚市公立学校教科用図書選定委員会委員名
に関しましては、本年８月末まで非公開となっております。審議の際は、取

り扱いにご注意ください。また、いじめ事案の報告については、個人に関す

る事項を含んでおります。非公開での報告とさせていただきます。したがい

まして審議の順番といたしましては、初めに議案第２０号及びこれに関連す

る答申の報告を一括で御審議いただいた後、議案第１９号を御審議いただき、

その後にいじめ防止対策委員会からの答申の受領について、最後にいじめ事

案についての報告を行います。  よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

森教育長   それでは、議案第２０号、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の
採択について。報告事項、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書採択

にかかる調査研究について（答申）です。  先ほど、事務局からありましたように、審議の際は、宝塚市公立学校教科
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用図書選定委員会委員名の取り扱いには御注意ください。  それでは、担当課より一括して説明をお願いします。 

筒井副課長  議案第２０号、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の採択につい
て、提案理由及び内容を御説明いたします。  本件は、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条の
規定に基づき、平成３１年度に宝塚市立小学校、中学校及び特別支援学校で

使用する教科用図書を採択するものです。採択の基本方針、別紙１の１から

４に記載していますように、（１）小学校用教科用図書につきましては、昨年

度採択いたしました「特別の教科道徳」を除き、平成２６年度に採択した小

学校用教科用図書と同一のものを採択するものです。（２）中学校用教科用図

書につきましては、平成２７年度に採択した中学校用教科用図書と同一のも

のを採択するものです。（３）中学校用教科用図書「特別の教科道徳」につき

ましては、平成２９年度に文部科学省の検定に合格した教科用図書の中から、

協議の上採択するものです。（４）特別支援学校及び特別支援学級で使用する

教科用図書、いわゆる一般図書につきましては、児童生徒の障害の種類、程

度、症状に応じるよう、毎年、採択替えを行うこととなっております。これ

らの基本方針に従い、小学校用教科用図書につきましては別紙４のとおり、

中学校用教科用図書につきましては別紙５のとおり、採択するものです。  次に、中学校用教科用図書「特別の教科道徳」につきましては、資料１の
答申及び資料２の調査研究報告書を御参考にしていただき、協議の上、採択

するものです。  最後に、一般図書につきましては、調査研究報告書に基づき、児童生徒一
人一人の障害の種類や程度、症状に応じた一般図書を、別紙６「平成３１年

度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書調査研究報告書」のとお

り採択しようとするものです。  調査研究に当たりましては、平成３０年５月２４日の教育委員会で決定い
ただきました別紙１「採択の基本方針」及び別紙２「平成３１年度使用宝塚

市中学校用教科用図書「特別の教科道徳」の採択方針」並びに別紙３「平成

３１年度使用学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択方針」に基

づき、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会において、適正・公正な手続の

もと、専門的かつ綿密な教科用図書研究を行っていただきました。また、教

育関係者や保護者・市民の御意見が反映されるよう、教科用図書展示会での

アンケート集計を選定委員会の開催前に委員の皆様に送付するなど、開かれ

た教科用図書採択を推進してまいりました。７月１２日に開催しました選定

委員会の中では、中学校道徳及び一般図書の調査員から調査研究に関する報

告を受け、その内容につき協議を行いました。  中学校道徳においては、８者から発行されている全ての教科用図書につい
て、それぞれ８つの観点で調査研究を進めてまいりました。観点の１つ目は、

学校が主体的に進める教育課程の編成に効果的に活用できるための配慮がな

されているか。２つ目は、次期学習指導要領の道徳教育の目標を実現するた
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めの内容になっているか。３つ目は、宝塚市教育振興基本計画の「生きる力」

を育むための６つの基本方針の達成に適した内容になっているか。４つ目は、

個に応じた指導の充実を図るために、どのような配慮がなされているか。５

つ目は、子どもが興味関心を持って取り組むための配慮がなされているか。

６つ目は、問題解決的な学習ができる内容となっているか。７つ目は、幅広

い感情が生じ、生活へ実践的意欲が高まる内容となっているか。８つ目は、

言語や挿絵などの表現、全体構成 、体裁等についての配慮はなされているか

です。これら８つの観点のそれぞれで十分に満たされていると判断できる項

目には「Ａ」、満たされていると判断できる項目には「Ｂ」、満たされていな

いと判断した項目には「Ｃ」の評価をしております。詳しくは資料２「中学

校道徳調査研究報告書」をご覧ください。  一般図書については、この１０年で特別支援学級に在籍する児童・生徒が
２倍以上増加し、特に自閉情緒学級に在籍する子どもが知的学級に在籍する

子どもの数を上回るようになってきたこと。これは発達障害のある生徒の入

級が増加しているためで、その結果として特別支援学級には、重度重複障害

のある子どもから知的発達には課題のない子どもまで多様な子どもたちが同

じ教室で学ぶ状況となり、指導の困難さが増している現状があります。その

実態を踏まえた上で、一人一人の教育的ニーズに応じた一般図書の選定がで

きるよう、調査員より調査研究を重ねた経緯が報告されました。  また、今年度に力を入れた分野は英語と生活で、特に英語は小学校３、４
年生における外国語活動に向け英語学習として使えるものを選びました。ま

た、生活や総合的な学習では、興味関心を持って学習できる記号やマークに

関する本をとり上げました。一方で、同様の本でも改訂新版になったものは

入れ替える形で、新規提案本を選びました。  なお、ここ数年、一般図書として採択した本が１、２年で廃版となり、同
じ目的の本を選び直さなければならないことが増えています。今年度の新規

提案本が４５冊となり、昨年度の３４冊より増えた大きな理由は、この廃版

の置き換えが増えたことによります。特別な支援が必要な子どもの人数が増

え、一人一人のニーズに合った図書を選定するために、今後も新規提案本の

冊数は増えることが十分予想されます。  それでは、新規提案本の中から、５冊、実物をもって紹介させていただき
たいと思います。  まず、５４番「ひとりだちするための進路学習－あしたへのステップ－」
という本です。進路を自分で選ぶために必要な力が、「自己理解」、「働くこと」、

「進路を考える」、「社会人になる」などの６つの章に分けてわかりやすく説

明されています。この本と似た内容の本は以前にも採択しておりますが廃版

となったため、今回、この本を新規提案本といたしました。  次に、１３１番「記号とマーク・クイズ図鑑」です。この本は、津波の記
号や禁止を表す記号の由来、形ごとの意味の違いなど、クイズ形式で学習が

できます。また、色別で分かれているページもあり、整理もされております。 
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自立の一つには、自分の身を自分で守れるようになることが挙げられます。

身の回りの記号やマークを理解して行動できるようにすることは、大切なこ

とであると考えています。  次に、１８５番「ようこそ！理科レストラン理科ｄｅ保存食」という本で
す。イチゴジャム、梅干し、べ一コン、サンドウィッチなど、１３のレシピ

を紹介し、それぞれの作り方の中で、どんな科学があるのか、おいしさの秘

密は何か、わかりやすくポイントを解説しております。子どもたちの興味関

心が強い食べ物を通じて理科の知識を学ぶとともに、食べ物を自分で加工す

るという生活の自立にもつながると考えております。  次に、１８６番「でんじろう先生のおもしろ科学実験室２ふしぎ実験」で
す。「シャボン玉」、「水性サインペン」、「カビ」など、身近なものの不思議を

実験で解き明かすことができます。材料が手に入りやすく簡単にできるもの

が多いので、子どもの興味を引きつけながら実験を通じて不思議や驚きを体

験することができます。  次に、２４４番「ペンがおしゃべり！えいご絵じてん５００改訂版」です。
英検Ｊｒ．から選ばれた約５００の単語と１００のフレーズが学習できます。

タッチペンで日本語・英語を聞くことができるので、自分のペースで楽しく

学ぶことができます。同じところを繰り返し学習することも簡単にできます

ので、正しい発音の英語を身につけることに非常に役に立ちます。  昨年度に引き続き、将来の自立に向け生活力を身につける内容の本や、中
学校において進学を意識して学力を伸ばす本を多くとり上げたことは、選定

委員の方々にも高く評価されました。調理や理科実験に関する本では、実際

に行うまでの準備や要点が、イラストや写真を使い丁寧に説明されているな

ど、子どもの成功体験につなげる配慮が感じられます。これらを含め、本年

度の一般図書調査研究報告書に掲載している２７１冊です。昨年度は２５１

冊でした。宝塚市の児童生徒の障害の状態や発達段階に応じ、適切な教科用

図書であるというのが、選定委員会での協議の結果です。  説明は以上です。 

森教育長   選定委員の皆様には、本当に長い時間をかけて協議をしていただきました。
そして、御意見をいただきました。今年は、初めて中学校用道徳の教科用

図書の採択を行います。それから、自尊感情を高め自他の命を大切にする

豊かな心や、社会の諸課題に積極的に関わり、よりよく生きようとする態

度と力については、宝塚の子どもに伸ばしたい力という観点で協議をして

いただきました。それを参考に御意見、御質問をお願いいたします。 

篠部委員   Ａ、Ｂ、Ｃの基準を付けていますが、選ばれたものについては全てＡの基
準を満たしているということですか。 

筒井副課長  ８者の教科用図書を観点ごとに、Ａ、Ｂ、Ｃという形で評価しました。 

森教育長   どのような意見が出たか、具体的には御説明いただけますか。 

川戸室長   選定委員会の中で有識者、学校現場、保護者の皆さんから、様々な意見が
出されました。昨年度も小学校においてありましたが、道徳の教科用図書の
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評価についての話題もありました。  それから、どの教科用図書を採択したとしても、使う側である学校教員の
活用の仕方が今後は大事かなという意見がありました。また、一般図書につ

いてカラフルでいろんな内容を含んでいるものであるからこそ、学校の他の

先生や交流学級の先生、他の子どもたちにも紹介したい、図書室においてほ

しい、すごく充実した選定の仕方をしているので、それをぜひ広めてほしい

という意見もありました。 

木野委員   中学校の道徳ですが、評価の調査観点ということで８項目について、Ａ、
Ｂ、Ｃの評価をしていただいておりますが。なぜこの８項目を選ばれたので

しょうか。この中学校道徳の教科用図書を導入する詳しい経緯を知っている

わけではないのですが、一部では現在の政権が日本の良さを教えたいという

思惑もあるのではと言われています。そのような観点には特に注目されてい

なようですが、理由があって特にそういうところは項目に挙げていないのか。

そのあたりの項目の選び方を教えていただけますか。 

小林係長   教科用図書については、文部科学省で検定を受けておりますので、内容的
には特に問題ないと考えております。それを前提として、この８項目を決め

させていただきました。この８項目のうちの４項目は、小学校・中学校の国

語や算数の教科用図書を選ぶ際にも用いている観点です。道徳特有の観点と

しては、黒丸の二つです。問題解決的な学習ができる内容となっているか、

幅広い感情が生じ、生活で実践的意欲が高まる内容となっているかの２項目

です。この２項目については、道徳の調査員が独自に協議して考えた観点で

す。学習指導要領によると、今までの道徳は、いわゆる教え込むような形と

読み物教材で子どもたちの感動を呼び、そこからつながるようなものでした。

これからは、子どもたちがお互いに意見を出し合い、考えて議論をして、そ

こからいろんな考えに気づき、道徳的な価値を高めようと考えております。

そのような目的を、宝塚の子どもたちに一番達成しやすいものはどれかとい

うことで、それぞれの観点で調査研究を行っています。詳しくは資料２をご

覧ください。 

森教育長   ほかに何か御質問等ございますか。 

川名委員   観点別に３段階評価をしていただいており、すごくわかりやすくなってい
ます。自分で読んだときには甲乙つけるのが難しかったのですが、観点別に

点検をしていくと、なるほどという感じでした。全体としては、今の子ども

たちの関心事、例えば部活の中の人間関係などの誰もが悩むようなものがと

り上げられており、身近な感じもしました。それから、話し合いをこのよう

に展開したらいいですよというヒントもあり、道徳をディベートとか、議論

の時間と考えれば、教科用図書に全部依拠して何かを進めるということでは

なく、一つの材料としてそこから学級や学校に広げたりもできるし、活用の

仕方によってはうまくいくのではないかと思いました。  特にこの宝塚の子どもたちに足りないもの、その観点を付け加えていただ
いているので、自治体毎に採択する意味もあるかなと思います。でも、評価
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をどうしていくかというのは大きな課題かと思いますが。とりあえずＡ、Ｂ、

Ｃで評価していただいているのは、読んだ感想と重なる結果でした。 

森教育長   協議内容を見ていると、協議を重ねることによって評価が変わってきてい
ます。調査員の中でも、話し合いの中で教材の内容価値が変化したという報

告がありました。そのあたりの様子をもう少し詳しく、お話しいただけます

でしょうか。 

小林係長   調査委員会へは、事務局側は立ち入って意見を言うことはできませんので、
細かいところまではわかりません。その上で、選定委員会で調査員から報告

があったことにつきましては、このＡ、Ｂ、Ｃの評価について、全員が最初

は一致しなかった。調査員は７名ですが、話しをしていく中で意見を一致さ

せていったと聞いております。最初から全員がここはＡだねということでは

なく、議論を重ねた上で最終的にＡ、Ｂ、Ｃの評価を付けていったと聞いて

おります。 

川名委員   今の御説明で、すごく大きなヒントがあったと思います。それは評価にも
当てはまることですが、子どもたちが議論をしていってみんなが同じ答えに

なるというわけではありません。ですから、くれぐれも評価のときにみんな

の考えが一致することを目標にせず、教科用図書の評価をめぐってもそれだ

けばらばらであったということなので、先生方に道徳の評価をするときにも

ばらばらであることを受け入れるということを、うまく浸透をしてもらえた

らと思いました。 

森教育長   教師が自由に裁量できるような内容でなければならないという観点で話し
合っていただいて、ここにＡ、Ｂ、Ｃというような評価を出していただいて

いると、今の説明を聞いて私も理解をいたしました。  ほかに御意見等はございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、中学校道徳の教科用図書については、答申の内容もふまえ、ま
た、子ども達が議論しやすく理解しやすい、教師にとって使いやすいといっ

た意見も踏まえ、日本文教出版でよろしいでしょうか。 

委員     （はい） 

森教育長   それでは、これまでの議論を踏まえまして、平成３１年度使用教科用図書
について次のとおり決定したいと思います。  小学校用教科用図書につきましては、平成２６年度に採択したものと同一
のものを採択することにします。また、小学校用教科用図書「特別の教科道

徳」につきましては、平成２９年度に採択したものと同一のものを採択する

こととします。  中学校用教科用図書につきましては、平成２７年度に採択したものと同一
のものを採択することとします。中学校用教科用図書「特別の教科道徳」に

つきましては、日本文教出版の図書を採択することとします。  最後に、特別支援学校及び特別支援学級用の教科用図書については、一覧
に記載されている図書を一括して採択することとします。 
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 それでは、議案第２０号、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書の
採択について。報告事項、平成３１年度使用宝塚市公立学校教科用図書採択

にかかる調査研究について（答申）は以上とします。 

西本室長   このタイミングで傍聴者は退席することもできますが、いかがされますか。
退席される方は、お願いいたします 

 

【傍聴者退室】 

 

森教育長   続きまして、議案第１９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の
決定について担当課より説明をお願いします。 

髙田課長   議案第１９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決定について
提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  本件は、宝塚市立幼稚園規則第３条第１項の規定において、「園児の定員は、
宝塚市教育委員会が別に定める」旨を規定しているため、平成３１年度各市

立幼稚園の園児の定員を定めるものです。  まず、３年保育についてですが、従来の西谷幼稚園のほか、昨年度より実
施した長尾幼稚園、仁川幼稚園を加えた３園において３年保育の定員を決定

するものです。幼稚園規則第３条第２項の規定により各幼稚園１学級２０人

定員とし、市立幼稚園３園で合計３学級、定員は６０人といたします。  次に２年保育についてですが、幼稚園規則第３条第２項の規定により１学
級３０人とし、西谷幼稚園を１学級３０人定員とし、その他の１１園を２学

級６０人定員とします。市立幼稚園１２園で合計２３学級、定員は６９０人

といたします。  次に、１年保育についてですが、各市立幼稚園の学級数は本年度の２年保
育と同数とし、かつ規則により５歳児の１学級の園児数は３５人以下と定め

られていることから、市立幼稚園１２園で合計１６学級、定員は５６０人と

いたします。  なお、２年保育につきましては、本年１０月２日から実施する平成３１年
度の入園児募集の申込者数が、西谷幼稚園を除く１１園で３０人以下となっ

た場合は定員を減員することとし、入園児募集以降の教育委員会にお諮りす

る予定としております。  ただいま申し上げました人数を表にしたものが、議案書の１ページです。
２ページが、本年５月１日現在の各園の園児数となります。３ページから４

ページの裏表が、今年度の３歳児の募集要項です。長尾幼稚園と西谷幼稚園

と仁川幼稚園で、それぞれ２０人です。  ５ページと６ページが、２年保育の募集要項となりますが、この５ページ
の中ほどの表ですが、長尾幼稚園と仁川幼稚園は募集定員が４０人となって

おります。先ほどは、１学級６０人と御説明しましたが、こちらは今年３年

保育で２０人入園しております。その園児たちが、来年２年保育に進級しま

すので、その園児の２０人は空けておく必要があり、それ以外の４０人を募
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集いたします。西谷幼稚園は１学級だけですので、２０人が進級することに

なりますから１０人を募集します。  ７、８ページが、１年保育の５歳児枠です。  ９ページは、規則の抜粋です。  説明は以上です。 

森教育長   定員に達するまで追加していくということですね。 

髙田課長   定員になるまで、追加募集を行います。 

森教育長   この件について、何か御質問等ございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   それでは、議案第１９号、平成３１年度宝塚市立幼稚園の園児の定員の決
定について、原案どおり可決いたします。 

 

【 残りの傍聴者退室 】 

  続きまして報告事項、宝塚市いじめ防止対策委員会からの答申について、
担当課より説明をお願いします。 

藤山課長   それでは、宝塚市いじめ防止対策委員会からの答申について、御報告いた
します。  宝塚市いじめ防止等に関する条例に基づき、平成２８年１２月２８日付け
宝塚市教育委員会諮問第５号で宝塚市いじめ防止対策委員会に諮問していた

事項について、本年７月２３日付けで答申を受領いたしました。  今後は、文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」
に基づき、ご遺族の意向を添えて市長へ調査結果を報告するとともに、調査

結果の公表の可否、範囲及び時期等について、他の生徒への影響などを総合

的に勘案して判断いたします。  報告は以上です。 

森教育長   これについて、御質問等はございますか。 

川名委員   この件について、協議会で時間は取られますか。 

森教育長   協議会で時間を設ける予定です。        ほかに御質問等はございますか。 

委員     （なし） 

森教育長   続きまして、先ほど事務局からありましたように、次の報告は非公開とい
たします。  報告事項、平成３０年５月における宝塚市立学校の「いじめ事案」につい
て、担当課より説明をお願いします。 

 

【 非公開案件の報告あり 】 

 

森教育長   本日予定の案件は以上ですが、ほかに何か報告することはございますか。 

西本室長   ございません。 
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森教育長   それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。  どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時４３分 ───────────── 

 

 


