平成27年

教育委員会第12回定例会

日

時

平成27年７月10日（金）

場

所

教育委員会室

会議録
午後３時04分～午後３時53分

議事日程
第

１

協議
【指導課】
（１）平成28年度使用

特別支援学級教科用図書採択【秘密会】

（２）平成28年度使用

九段中等教育学校（後期課程）教科用図書採択
【秘密会】

第

２

報告
【子ども総務課】
（１）千代田区立九段小学校及び同幼稚園の位置変更
【指導課】
（１） 平成28年度使用

中学校・中等教育学校（前期課程）教科用図書採択
【秘密会】

（２）教科書展示会の結果
第

３

その他
【子ども総務課】
（１）教育委員会行事予定表
（３）広報千代田（７月20日号）掲載事項
【指導課】
（１）平成27年度

千代田区立中・中等教育学校生徒海外交流教育

【児童・家庭支援センター】
（１）九段小学校アフタースクールの開設
出席委員（４名）
教育委員長

中川

典子

教育委員長職務代理者

古川

紀子

教育委員

金丸

精孝

教育長

島崎

友四郎

子ども部長

保科

彰吾

教育担当部長

小川

賢太郎

子ども総務課長

村木

久人

副参事（特命担当）

大井

良彦

子ども支援課長

中尾

真理子

出席職員（10名）
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子育て推進課長

加藤

伸昭

児童・家庭支援センター所長

恩田

浩行

子ども施設課長

小池

正敏

学務課長

伊藤

司

指導課長

杉浦

伸一

総務係長

久保

俊一

総務係員

田口

有美子

欠席委員（０名）
欠席職員（０名）
書記（２名）

中川委員長

それでは、開会に先立ち、本日、傍聴者から傍聴申請があり、傍聴を許可
していることをご報告しておきます。
ただいまから平成27年教育委員会第12回定例会を開催いたします。
本日、欠席はありません。
議事日程に入ります前に、金丸精孝委員におかれましては、７月１日に区
議会の同意を得て、２日付をもちまして、区長より教育委員に任命されまし
たので、ご報告申し上げます。
それでは、早速ですが、金丸委員からご挨拶をいただきたいと思います。

金 丸 委 員

金丸精孝でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
教育会そのものには属していませんけども、一応、大学で特任教授等もや
っておりましたので、多少は教育に携わっていたかなというふうに思ってお
ります。一生懸命頑張りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

中川委員長

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
今回の署名委員は、金丸委員にお願いいたします。
議事日程に入ります。
本日の議事日程はお配りしてあるとおりですが、第１、協議、「平成28年
度使用 特別支援学級教科用図書採択」「平成28年度使用 九段中等教育学
校（後期課程）教科用図書採択」「平成28年度使用 中学校・中等教育学校
（前期課程）教科用図書採択」以上の３件については、千代田区立小中学
校・中等教育学校前期課程教科用図書採択事務取扱要綱第８条千代田区立九
段中等教育学校後期課程用教科書採択に係る基本方針１に規定する審議の公
正を確保するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項
ただし書きの規定に基づき非公開といたしたいので、その可否を求めます。
賛成の方は挙手をお願いいたします。
（賛成者挙手）

中川委員長

全員賛成につき、非公開といたします。
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◎日程第２

報告

子ども総務課
（１）千代田区立九段小学校及び同幼稚園の位置変更
指導課
（２）教科書展示会の結果

中川委員長

日程第２、報告に入ります。
初めに、子ども総務課長より報告をお願いいたします。

子ども総務課長

それでは、子ども総務課からの報告事項、千代田区立九段小学校及び同幼
稚園の位置変更についてでございます。
本日は資料を１枚おつけしてございます。既にご案内のとおり、九段小学
校及び九段幼稚園、こちらにつきましては、校舎の改築工事が始まりますの
で、それに伴いまして、仮校舎、園舎に移転することが決定しております。
その旨の告示を行いましたので、本日ご報告するものです。
移転先は、千代田区富士見一丁目１番６号、期間は平成27年９月１日から
平成30年３月31日までこちらの仮校舎、仮園舎のほうにて学校教育を行うと
いうことになります。
ご報告につきましては以上です。

中川委員長

報告が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたしま
す。
よろしいですか。
（な し）

中川委員長

それでは、次に、指導課長より報告をお願いいたします。

指 導 課 長

教科書展示会の結果についてご報告申し上げます。
まず、資料に基づき、１番の教科書展示会の来場人数でございます。
今回は、過去３年間の人数について表にまとめてございます。平成26年度
は、小学校の教科用図書の採択替えがあり、来場者が増えております。今年
度につきましては、特別展示会の６月９日から６月18日、それに加えて、法
定展示会がその後の７月３日までという形で、６月９日から７月３日まで、
図書館の休館日を除いた24日間で実施いたしました。
また、例年どおり、教員、教育委員会関係者、地域・保護者等の３つのカ
テゴリーで集計し、合計193名が来場いたしました。
次に、２番の展示内容についてでございます。
小学校につきましては、昨年度採択しました教科書の見本本、平成27年度
から平成30年度使用のものを展示いたしました。
中学校・中等教育学校前期課程におきましては、教科書の採択替えの年度
でございますので、採択用の見本本、平成28年度から平成31年度使用のもの
でございます。
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中等教育学校の後期課程は、毎年度採択をすることになっておりますの
で、採択用の見本、平成28年度使用のものを展示いたしました。
３番の展示会場につきましては、例年どおり、千代田区図書館の第３研修
室を会場といたしました。
４番、アンケートの回答件数でございます。昨年度の32件に対し、今年度
は80件ございました。
２点ご報告いたします。１点目は、「今回の展示会にご満足いただけまし
たか」という質問に対して、Ａの満足、Ｂのどちらかと言えば満足、あわせ
まして、肯定的な評価といたしましては63.8％ございました。しかし、Ｃど
ちらかと言えば不満、Ｄ不満、あわせますと、否定的な評価になりますが、
こちらは27.5％でございました。未記入につきましては７件ありまして、計
80件でございます。
次に、２点目の自由記入欄は、３つのカテゴリーに分けて集計いたしまし
た。特に各教科書の内容に関することが非常に多く、52件ございました。ま
た、教科書全般に関することは７件、展示会に関することは14件ございまし
た。
教科書全般に関することとしましては、例えば当時の教科書より写真がき
れいでよい、分厚い教科書が多い、持ち運びに不便である、カラフル過ぎる
などがございました。
展示会に関することとしましては、各社を比べて見られるのがよい、これ
から育つ子どもたちには、特に社会は大事なことなので、歴史の事実をしっ
かり教えることが大切である。この展示会の意図がはっきりするように、並
べ方を工夫してはどうか等の意見がございました。
教科書の内容として、具体的な出版社名を挙げた意見が多かったようで
す。例えばこの出版社の教科書が新聞に取り上げられていたが、見てみると
よい印象を持った、この会社の教科書はとても工夫されていておもしろい
等、それぞれの思いを持って記載されていました。
その趣旨につきましては、本日の中学校の教科用図書採択答申に、別添資
料としておつけしております。
なお、詳細は事務局に原本を用意しておりますので、ご覧いただくことが
できます。
教科書展示会についてのご報告は以上です。
中川委員長

はい。報告が終わりました。
ご意見、ご質問等がありましたらどうぞ。
よろしいですか。
古川委員。

古 川 委 員

展示会について満足いただけたかというアンケートで、否定的な部分と満
足の部分でそんなに大差はなかったようですが、展示会に関することの自由
記入欄で、展示会について改善すべき点とか、今後考慮していけそうな事例
はありましたでしょうか。
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指 導 課 長

まだ最近集計したばかりですので、今後検討しながら、できる限り改善策
を講じていきたいと考えております。

金 丸 委 員

本体に関係ないのですけれども、25年度の来場者が120名に対して、26年度
は268名まで人数が増えていますよね。今年度は193名にまたどんと落ちてい
ると。特別に26年度に人が多く集まった理由は何かあるのでしょうか。

指 導 課 長

昨年度は小学校の採択替えがございました。どうしても中学校数と小学校
数を比べますと、規模も内容も非常に多くなっておりますので、その影響が
あると思います。
ちなみに、25年度は毎年度行うものだけでございますので、４年に一度の
採択替えがない年でございましたので、このような結果になっていると思い
ます。

金 丸 委 員

ありがとうございます。

中川委員長

ありがとうございました。
ほかはよろしいですか。
（な し）

中川委員長

それでは、次に入りたいと思います。

◎日程第３

その他

子ども総務課
（１）教育委員会行事予定表
（３）広報千代田（７月20日号）掲載事項
指導課
（１）平成27年度

千代田区立中・中等教育学校生徒海外交流教育

児童・家庭支援センター
（１）九段小学校アフタースクールの開設
中川委員長

日程第３、その他に入ります。
予定は３件あります。
まず、子ども総務課長より報告をお願いいたします。

子ども総務課長

それでは、子ども総務課からのその他事項といたしまして、２件、（１）
教育委員会行事予定表、それから、（２）広報千代田（７月20日号）の掲載
事項、以上につきまして、本日それぞれ資料をおつけしてございます。内容
につきましては、資料のほうをご確認いただきたいと思います。
ご説明につきましては以上です。

中川委員長

ありがとうございます。
この件に関しては、ご質問はよろしいですね。
（な し）

中川委員長

次に、指導課長より報告をお願いいたします。

指 導 課 長

平成27年度千代田区立中学校・中等教育学校生徒海外交流教育についてご
報告申し上げます。
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英国の首都ロンドンの中心地、ウエストミンスターとの交流教育につい
て、派遣先はウエストミンスター市立の男子校と女子校、２校でございま
す。
受入先は、区立中学校・中等教育学校の３校が受け入れを行います。
３番、派遣は９月、受け入れは10月末から11月にかけて、それぞれ９泊10
日の予定でございます。
４番の内容につきましては、昨年同様、学校生活、家庭生活、課題学習を
行います。
５番の対象につきましても、区立中学校・中等教育学校２年生で変更ござ
いません。
７番の今後の予定といたしましては、ウエストミンスターの派遣結団式
を、来月８月24日月曜日午後３時半から４時で実施する予定でございます。
教育委員会の挨拶がございますので、委員長及び委員の皆様のご出席方をよ
ろしくお願いいたします。
帰国報告会ですが、こちらは９月24日木曜日午前９時から９時45分までで
ございます。この会につきましては、教育委員の皆様の出席は特に必要はご
ざいません。
歓迎レセプションですが、ウエストミンスターの生徒や引率の先生方を歓
迎する会でございます。10月27日火曜日午後４時から５時までとなっており
ます。こちらも教育委員会挨拶がございますので、委員長初め、教育委員の
皆様にはご出席をお願いしたいと思っております。
２枚目をご覧ください。
まず、派遣日程でございますが、９月９日水曜日、日本時間午前11時40分
の羽田空港発の飛行機で現地時間午後４時10分に到着予定でございます。生
徒はロンドンでの学校生活、家庭生活、さまざまな歴史的建造物等の見学を
通して学びを深めてまいります。帰国は９月17日の現地時間午後７時35分、
ヒースロー空港を飛び立ち、９月18日金曜日の日本時間で午後３時15分羽田
空港に到着する予定でございます。なお、羽田空港で保護者出迎えのもと、
解散となる運びとなっております。
今年度の派遣生徒につきましては記載のとおり、引率者につきましては、
麹町中学校工藤勇一校長を団長としまして、神田一橋中の池田弘平主任教
諭、和泉小学校川嶋美武主任教諭、事務局より高橋美香統括指導主事が同行
いたします。
なお、今年度より千代田区の小学校における国際教育の充実に向けまし
て、小学校の教員も派遣することとしております。ロンドンに随行させ、海
外における学校生活や文化等について体験し、また、教材等を収集させまし
て、戻って区内の小学校へ成果を、国際教育推進協議会や教育研究会等の発
表会等を使いまして還元する予定でございます。
２枚目の裏面をご覧ください。
先ほど、ご説明申し上げました団結式の日時、会場、式次第、来賓等の出
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席予定者を記載しております。
報告は以上でございます。
以上です。
中川委員長

ありがとうございました。
この件に関しまして、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたしま
す。
よろしいですか。
（な し）

中川委員長

では、ほかに、課長の皆様から何かありましたらお願いいたします。

児童・家庭支援センター所長

９月１日から九段小学校の仮校舎で、アフタースクール、学校内学童クラ
ブを開設します。お手元にしおりを配らせていただきましたけれども、利用
できるお子さんたちは、九段小学校に在籍しているお子さんたちですので、
ごく限られた方たちになります。
現在、入会の申し込みを受け付けておりまして、今日から今月いっぱい受
け付けるという形になります。
運営する事業者は、特定非営利法人放課後ＮＰＯアフタースクールという
事業者で、昨年度末にプロポーザル方式で事業者を選定しております。５年
間運営をしていただくということで、仮校舎から本校舎に移っても、引き続
きこの法人が行う予定になっています。
現在、九段小学校に通っているお子さんたちのうち、学童クラブに通って
いるお子さんは70名弱という状況になっていまして、そのお子さんたちがこ
こに移ってくるという形になります。
人数等は、また、確定しましたら改めてご報告をさせていただきます。
ご報告は以上です。

中川委員長

はい。ありがとうございました。
この件に関しまして、何かご意見、ご質問ありますでしょうか。
よろしいですか。
（な し）

中川委員長

教育委員から何かございましたら、お願いいたします。
よろしいですか。
（な し）

中川委員長

それでは、先ほど日程の最後にしました協議に入りたいと思います。ここ
からの案件は非公開となりましたので、傍聴者は退席をお願いしたいと思い
ます。
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