
教 育 委 員 会 会 議 録

（ 定 例 会 ）

令和３年８月２６日開催

さいたま市教育委員会



1 

１ 期     日  令和３年８月２６日（木）

２ 場     所  教育研究所

３ 開     会 午前９時３０分

４ 出 席 委 員 教  育   長      細 田 眞由美

教育長職務代理者   大 谷 幸 男

委 員      石 田 有 世

委 員          野 上 武 利

委 員          武 田 ちあき

委 員          柳 田 美 幸

５ 議場に出席した者 副教育長              高 崎  修 

管理部長              栗 原 章 浩 

学校教育部長            平 沼  智

生涯学習部長            千 葉  裕

中央図書館長            内 山 恵 介

管理部参事兼学校施設課長      渋 谷 貴 之

学校教育部参事兼教職員人事課長   清 水 一 司

学校教育部参事兼指導１課長     藤 田 昌 一

学校教育部参事兼特別支援教育室長  内 河 水穂子

学校教育部参事兼高校教育課長    山 本 康 義

中央図書館参事兼管理課長      樋 爪 勇 司

教育財務課長            竹 内 孝 央

学事課長              内 田 佳 孝

健康教育課長            宮 野  充

教育研究所長            深 津 健太郎

さいたま市立浦和高等・中学校長   吉 野 浩 一

さいたま市立浦和南高等学校長    上 原 一 孝

さいたま市立大宮北高等学校長    竹 越 利 之

さいたま市立大宮国際中等教育学校長 関 田  晃

６ 会議録署名委員  大 谷 幸 男
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７ 議事等の概要 

細田教育長 

書記 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。

はい、７名いらっしゃいます。

本日は、会議の傍聴を希望する方がいらっしゃいますが、許可して

よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

それでは、傍聴を許可します。

 本日の会議録の署名委員は、大谷委員にお願いいたします。

本日の会議に、議案第４４号「さいたま市教育委員会会議規則の一

部を改正する規則の制定について」を追加提出いたします。

本日の報告第３号は人事に係る案件、報告第６号は国から公表時期

に関して要請があり、市情報公開条例第７条第６号に規定する不開示

情報に該当する案件であることから非公開とすることをお諮りした

いと思いますが、委員の皆さんいかがでしょうか。 

＜異議なし＞

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、報告第３号、

第６号は非公開といたします。 

会議の順番ですが、報告第４号、５号、議案第３９号、４４号、４

０号、４１号、４２号、４３号、そして非公開とする報告第３号、６

号の順に審議を行うことといたします。 

 なお、本日の議案のうち、報告第３号、４号は、緊急に処理する必

要があると認められ、かつ、会議を招集するいとまがないことから、

さいたま市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条の規定に

より臨時代理いたしましたので御報告するものでございます。

報告第４号 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について

細田教育長 

教育財務課長 

報告第４号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

報告第４号、令和３年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）

について御説明させていただきます。 
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細田教育長 

大谷委員 

指導１課長 

高校教育課長 

まず、資料の１ページをお願いいたします。今回の報告の内容は

令和３年さいたま市議会９月定例会に提出する、さいたま市一般会

計補正予算の教育費部分についてでございますが、冒頭で御説明の

あったとおり、緊急に処理する必要があり教育委員会会議を招集す

るいとまがなかったことから、臨時代理させていただいたものでご

ざいます。続きまして７ページをお願いいたします。提案理由にな

ります。今回の補正予算は令和３年度に予定していた中学校、高等

学校の修学旅行の中止・延期により発生する経費を公費により負担

するために、必要な経費について市長に申し出するものになってお

ります。４ページをお願いいたします。今回は歳出のみの補正予算

でございまして、合計補正額は３，０４３万８千円の増額補正をす

るものでございます。詳細については後ほど御説明させていただき

ます。続きまして６ページが事項別明細書になります。３目の教育

指導費、２目の学校管理費が補正の対象となります。９ページをお

願いいたします。事務事業概要になります。まず上段にあります指

導１課所管の学校教育推進事業でございますが、こちらが新型コロ

ナウイルス感染症の影響により中学校の修学旅行を中止及び延期し

たことに伴い発生する費用を公費にて負担するための経費について

補正を行うものとなっております。続きまして、下段が高校教育課

所管の高等学校管理運営事業でございまして、こちらも同じく新型

コロナウイルス感染症の影響により、高等学校の修学旅行を延期し

たことに伴い発生する費用を公費にて負担するための経費について

補正を行うものとなっております。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

説明が終了いたしましたが、委員の皆様、御質問等はございます

か。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、中学校、高等学校の修

学旅行を中止及び延期したことに伴い発生する費用ということだ

が、旅行会社に損害を補償するということなのか、具体的に御説明

いただければありがたいと思います。 

中学校はコロナウイルス感染症の影響に伴いまして、１学期に２

９校が延期をいたしました。そこで発生したキャンセル料でござい

ます。例えば宿泊取消料とか企画料、このような延期等に伴ってか

かった費用でございます。 

高等学校におきましては高等学校１校の海外修学旅行の国内への
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細田教育長 延期に係る企画料ということでございます。 

それでは、この件は終了といたします。 

報告第５号 令和２年度さいたま市一般会計歳入歳出決算（教育費）について

細田教育長 

教育財務課長 

続きまして、報告第５号について、事務局から説明をお願いします。

資料の１０ページをお開きください。報告第５号、令和２年度さい

たま市一般会計歳入歳出決算（教育費）につきまして、御説明させて

いただきます。 

資料１１ページをお願いいたします。こちらが教育委員会に係る令

和２年度歳入歳出決算の状況となっております。なお、決算額等を読

み上げる際は、千円未満を切り上げ、千円単位とさせていただきます。

まず、上段の歳入の表の一番下の行、局合計の欄を御覧ください。教

育委員会全体で当初予算額が１４１億８，１３０万６千円、その隣の

補正予算額と前年度からの繰越財源充当額、これを加えた最終の予算

現額が１７１億８，０８９万５千円となっておりました。歳入の予算

額が見込みに基づいて作成した金額であるのに対し、実際に収入すべ

きものとして決定した額、これを調定額と呼んでおりますが、調定額

は教育委員会全体で１６７億４，５２８万１千円となっております。

そのうち実際に納入された金額、これが収入済額、網掛けになってお

りますが、１５５億８，１０９万３千円であり、この収入済額がいわ

ゆる教育委員会の歳入の決算額となっております。歳入の中で収入済

額が一番大きいのは、表の上から３行目１８款国庫支出金、補助金で

すね、これが決算額の約９５％で収入済額は１４８億５，２９０万８

千円となっております。 

続きまして、右から２番目が不能欠損額になります。これはすでに

調定した歳入が督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が

到来してしまった場合、もしくは法令等に基づいて債務を免除した場

合等について本市として処分した額を不能欠損額と言いますが、令和

２年度は教育委員会としては１８９万５千円生じております。具体的

に申しますと、この１８９万５千円は全額、さいたま市入学準備金・

奨学金の借受人が亡くなったことによって、入学準備金・奨学金の貸

付条例の規定に基づきまして、返還免除を行ったため不能欠損とした

ものでございます。続きまして、一番右側の列になりますが、これが

収入未済額、収入すべき金額として調定を行ったものの、年度内に収

入できなかった金額となります。これが１１億６，２２９万３千円と

なっております。収入未済額のうちのほとんどが１８款の国庫支出金
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になりますが、これは国の補助事業に基づいて事業を行っておりまし

たが、年度内に完了しなかったものについて補助金を繰越処理したも

ので、事業の進捗に合わせて今年度以降に収入される予定になってお

ります。 

続きまして、下の段の歳出の表を御覧ください。こちらは職員人件

費を除きます、教育費全体の決算状況となります。人件費を除く理由

ですが、９月議会において市長より市議会に提出される行政報告書の

決算概要が人件費を除いていることから、こちらも同じように人件費

を除いて報告させていただきます。令和２年度当初予算は２８７億

３，４７９万４千円で、それに補正予算額、前年度からの繰越額を加

えた３７３億７，０８３万９千円が最終の予算現額となっておりま

す。 

予算現額に対しまして実際に支出した支出済額の合計は２８１億

９，７９２万９千円、この支出済額が教育委員会の人件費を除く令和

２年度の歳出の決算額となります。表に記載はありませんが、対前年

度比で約１９億円の減となっております。主な理由ですが、ＧＩＧＡ

スクール構想による校内通信ネットワーク環境の整備等で、教育研究

所費が約２３億円増加しましたが、令和元年度に完了した中学校の照

明ＬＥＤ化、空調機設置のＥＳＣＯ事業、美園南中学校の整備費が約

４４億円減少しましたので、差し引き約１９億円の減となっておりま

す。 

支出済額に対して翌年度への繰越額が５５億９，２０４万７千円、

これを除く一番右側の数字３５億８，０８６万５千円、これが令和２

年度予算に対して生じた不用額となっております。 

続きまして１２ページをお開きください。令和２年度決算につきま

しては、９月定例会において決算書等を提出し、議会の認定に付され

ることとなっておりますが、制度上事前に監査委員の審査を受けるこ

とになっておりますので、７月に監査事務局において決算審査が実施

されましたので、その時に出した資料がこの１２ページ以降の資料に

なりまして、学校施設リフレッシュ推進事業、１３ページのスポーツ

を科学する生徒の育成事業、次のページの図書館施設リフレッシュ事

業、この３事業を令和２年度の主な事業として監査事務局に資料を提

出しましたので、この３事業について御説明させていただきます。 

まず、１２ページの学校施設課所管の学校施設リフレッシュ推進事

業になります。調書上段の「１ 事業の概要」ですが、安心・安全で

持続的な教育環境を確保するための学校施設リフレッシュ基本計画

に基づきまして、計画的な改修・建替えを実施するものとなっており

ます。続きまして中段の「２ 事業の実施状況等」ですが、右側の②

を中心に御説明しますと、令和２年度は計画的な改修・改築を実施す
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るための実施設計を小学校６校、中学校１校、工事を小学校３校で実

施しました。また、学校施設リフレッシュ基本計画を改定するための

業務委託も実施したところでございます。続いて③の主な事業費の内

訳ですが、設計業務として委託料４，８４４万円、仮設校舎の賃借料

として１億３，３２９万６千円、改築工事として工事請負費４，４５

９万円、改修工事として工事請負費７億４，０９３万６千円でござい

ます。「３ 歳出予算執行状況」ですが、上段が令和２年度の歳出に

なります。Ａの欄が最終予算現額、合計１４億８，２７８万５千円に

対して、Ｂの欄、支出済額合計は１０億６，８８２万２千円、Ｄの欄、

不用額５，０５５万４千円となっており、執行率は７２．１％となっ

ております。 

続きまして１３ページが高校教育課所管のスポーツを科学する生

徒の育成事業でございます。上段の「１ 事業の概要」でございます

が、本事業は企業や大学と連携し、科学的な分析を用いて、運動部活

動における生徒の競技力の向上のほか、課題の分析・解析力を高める

スポーツを科学する生徒の育成を目指すものでございます。続きまし

て中段の「２ 事業の実施状況」の②を中心に御説明しますと、令和

２年度は浦和南高校と内谷中学校で気質評価アプリ受験対象の拡大、

実証実験の場の拡大、映像分析アプリ利用部活動の拡大を行いまし

た。また、令和３年１月２７日には、市長、教育長出席のもと事業報

告会を実施したものでございます。続きまして③主な事業費の内訳に

つきましては、さいたまスポーツコミッションへの委託料として６５

８万３千円を支出しております。下段の「３ 歳出予算執行状況」は

最終予算現額Ａの６６０万円に対して、支出済額６５８万３千円、不

用額はＤの１万８千円となっており、執行率は９９．７％となってお

ります。 

続きまして１４ページをお願いいたします。こちらが事業の３番

目、中央図書館管理課所管の図書館施設リフレッシュ事業になりま

す。事業の概要ですが、本事業は既存の図書館施設を標準で６０年使

用し、躯体の健全性調査の結果が良好な場合には８０年以上使用する

ことを前提として、計画的に図書館施設を維持し、改修・建替えの時

期を検討・実施することで、財政負担の平準化を図り、安全・安心で

持続的な学習環境の確保を目指すものでございます。「２ 事業の実

施状況」ですが、令和２年度は大宮西部図書館、宮原図書館及び七里

図書館の中規模修繕工事を実施したところでございます。主な事業費

の内訳ですが、事務室移転手数料として役務費３，２３９万６千円、

大宮西部図書館中規模修繕工事として工事請負費２億７，７２７万１

千円でございます。「３ 歳出予算執行状況」でございますが、最終

予算現額３億３，３５６万５千円に対して、支出済額合計３億９６６
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細田教育長 

万６千円、不用額合計は２，３９０万円となっており、執行率は９２．

８％でございます。説明は以上でございます。 

説明が終了いたしましたが、委員の皆様、御質問等はございますか。

それでは、この件は終了といたします。 

議案第３９号 令和４年度当初さいたま市立学校教職員人事異動の方針について

細田教育長 

教職員人事課長 

続きまして、議案第３９号につきまして、事務局から説明をお願い

します。 

議案第３９号、「令和４年度当初さいたま市立学校教職員人事異動

の方針について」を御説明申し上げます。 

議案書１６ページを御覧ください。人事異動方針につきましては、

これまで委員の皆様から御意見を頂きながら、本市の現状を踏まえ整

理してまいりました。今年度も引き続き、教育委員会が全市的な視野

等から異動が適切と考えれば異動させることを念頭に置き、適切に実

施してまいりたいと考えております。それでは説明いたします。リー

ド文でございますが、昨年度同様、第２期さいたま市教育振興基本計

画の具現化を目指すこと、児童生徒が生き生きと学校生活を送り、学

校教育に対する市民の期待に応えることを明記しました。リード文に

続き具体の方針が６項目ございます。 

１項目でございますが、人事の一番の基本である、各学校の気風の

刷新と組織の充実と活性化を挙げ、各学校の課題解決や校長の経営理

念の実現に向け、教育委員会の権限で適材を適時に適所に配置すると

いう方針でございます。 

２項目でございますが、教職員組織に学校間格差が生じないよう、

全市的な視野で各学校の課題に応じた人事異動を行い、教育の機会均

等を図るという方針でございます。 

３項目でございますが、各学校の教職員構成の適正化に配慮するこ

とでございますが、例えば、一度に多数の教員が異動してその学校の

教育活動の継続性が保たれない、あるいは良き伝統が継承されないな

どということがないよう、長期的な展望を持ち計画的に異動を行うと

いう方針でございます。 

４項目でございますが、校種間の人事異動について、小・中・高等・

中等教育・特別支援学校の特色を相互に理解し、専門性や系統性を踏

まえた教育の充実を図ることで、１２年間の学びの連続性を強化する

ため、より積極的に推進するという方針でございます。 

５項目は、人事交流、県との人事異動に関する方針でございます。
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細田教育長 

大谷委員 

細田教育長 

令和４年度も国立大学法人埼玉大学附属学校、東京学芸大学附属学

校、川口市立高等学校、川越市立川越高等学校との人事交流を実施い

たします。また、埼玉県内の市町村立学校及び県立学校との人事異動

を実施いたします。なお、これらについては関係機関と協議の上、実

施をいたします。 

６項目でございますが、自然体験活動の充実を図るため、令和４年

度当初人事異動に合わせて、適材を公募により舘岩少年自然の家に配

置いたします。 

説明は以上となります。御審議よろしくお願いいたします。 

何かございますか。 

何点かお尋ね、要望をさせていただきます。 

まず、２項目に教職員組織の均衡化に努めるということがあります

が、私自身、教育委員の皆さんと分担して多くの学校を訪問させてい

ただいて、そこで見受けられるのが、各学校の悩ましいこと、例えば

一つの学年の担任団を編成するにも人のことで悩みを抱えている校

長先生が見受けられるんですよね。ですから、一つひとつの各学校の

人事状況にもっと目配りをしていただきたい。あまり学校の教育力に

影響がないように本気になってやっていただきたいとお願いを申し

上げたい。これは要望ですね。 

もう一つは５番なんですが、これは大変良いことだと思っておりま

す。ただ、どのように行われたか分からないのですが、実際に他の学

校や市町村に行ってきた方の経験をどう生かしているのか。例えば川

口市立、川越市立、あるいは東京学芸大附属、埼大附属であるとか、

そういうところでお勤めいただいた訳ですから、そういう方々の経験

をどうフィードバックするのか、生かすのか。ただ、その方に行って

いただきました、御苦労様でしただけで終わらせるのはいかがなもの

か。市町村が違えば当然教育の進め方が違うわけですから、その良さ

を、学びを生かす方策を考えていただいたらいかがかということを研

究課題ということでお願い申し上げる。だから私は、人事異動を実施

するではなくて、推進するくらいでもいいんじゃないかという思いを

持っております。他の市町村の良い空気をさいたま市に吹き込むとい

う思いで推進してよいのではないかという思いを持っております。 

すべて要望になってしまいました。お答えは結構ですが、思いを述

べさせていただきました。 

他にございますか。 
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野上委員 

教職員人事課長 

細田教育長 

細田教育長 

コロナで色々なことが変わったと思うんです。教育界においても大

きく変わることがあるのかなと。人事異動につきましても、これまで

経験したことのないことが起こって、さいたま市では先取的に色々な

試みをなさったと思うんです。例えばエバンジェリストですよね、こ

れをやった結果、何もエバンジェリストはデジタル化のためのエバン

ジェリストではなかったのではなかろうかと。教育現場でおそらく先

生にも得手、不得手ということがあったとすると、デジタル化に伴う

機器類の操作を不得手とする方もいらっしゃったんだろうと思うん

です。にもかかわらず、いろいろな学校を訪問させていただきました

が、教育を推進するためには堪能者になろうよという努力が学校の中

で起こって、最初はエバンジェリストにふさわしい人がこの学校には

いるんだろうかと言って、校長にどのくらいいるんですかと聞くと、

いま５名なんですと。ところがやってきてわかったんですが現状では

８名いますと。どの学校に行っても増えてるんですよ。そんなに簡単

にエバンジェリストが増えちゃうのかなと思ったんですが、同僚の先

生が仲間にこうすると子どもたちは反応するよと、他の先生に恥をか

かせないで自分の仲間にしていこうということが起こったと思うん

ですね。コロナウイルスは一過性なのかもしれませんが、こういった

ことを人事の中で、学校によってはまだ進捗していない学校があるの

かもしれません。この人は今まで見なかった能力、エバンジェリスト

の中のエバンジェリストのような人をエバンジェリストが育たない

学校に配置するような、しなやかな人事というのもこれから必要にな

ってくるんだろうなと思います。 

御指摘ありがとうございます。いまお話いただいた内容はまさに、

教員ですからそれぞれ個性を持っておりまして、得意な部分もあれば

不得手な部分もあるという前提になると思いますが、エバンジェリス

トの例にあるように、得意な者が学校の組織の中で活躍していく、そ

ういう風土を作っていくというのも、これも人事異動の一つの効果か

なと私は捉えております。人事異動の具体に当たっては、エバンジェ

リストも含めて教員ひとり一人の個性、適性を十分に見極め、所属長

から聞き取って、組織の均衡、教員の資質向上にもつながるような人

事異動に努めていきたいと思います。 

他にございますか。 

それでは、議案第３９号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。 



10 

各委員 

細田教育長 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。 

議案第４４号 さいたま市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て

細田教育長 

教育総務課長 

細田教育長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

続きまして、議案第４４号につきまして、事務局から説明をお願い

します。 

議案書別冊２の１ページから３ページを御覧ください。 

議案第４４号「さいたま市教育委員会会議規則の一部を改正する規

則の制定について」を御説明いたします。 

本件は、新型コロナウイルス感染症等への対応のため、情報通信機

器を用いて教育委員会会議の開催等を可能とするため、規則の一部改

正を行うものです。 

改正内容につきましては、さいたま市教育委員会会議規則第２条の

２に、情報通信機器を用いて教育委員会会議が開催可能とする定義規

定を新たに設けるものとなります。 

施行期日は、令和３年９月１日となります。 

 なお、４ページからは、令和２年７月２８日付け文部科学省より発

出された通知となります。本通知は、新型コロナウイルス感染症への

対応に伴い、オンライン会議システム等を活用し、教育委員会会議等

を開催する場合における文部科学省としての考え方についてまとめ

られたものとなりますので、参考資料として添付しております。 

 また、６から８ページに現行の教育委員会会議規則を添付しており

ます。 

説明は以上となります。御審議の程お願いいたします。 

何かありますか。 

それでは、議案第４４号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、原案のとおり可決されました。 

それでは、ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再

開いたします。 
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議案第４０号 令和４年度使用さいたま市立各高等学校用教科用図書の採択につい

て

細田教育長 

高校教育課長 

それでは再開します。議案第４０号につきまして、事務局から説明

をお願いします。 

それでは、議案第４０号「令和４年度使用さいたま市立各高等学校

用教科用図書の採択」について、御説明いたします。 

まず、提案理由でございます。市立各高等学校におきましては５月

から７月までの期間、校長を委員長とする教科書選定委員会におい

て、学校の特色や生徒の実態に即しながら、綿密な調査・研究を実施

し、令和４年度に使用を希望する教科書を選定しました。 

高等学校で使用する教科書につきましては、高等学校用教科書目録

に登載されているものの中から採択することとなっております。ま

た、小学校用及び中学校用の教科書の採択の流れとは異なり、採択地

区及び採択期間の定めがございません。採択権者である教育委員会

が、年度ごと、高等学校ごとに教科書を採択することとなっておりま

すので、議案として提案するものです。 

次に、お手元の資料について御説明いたします。 

まず資料１「教科書採択のための資料」を御覧ください。採択して

いただくための調査資料を、浦和高校、浦和南高校、大宮北高校の順

に綴じてございます。学校ごとに、初めに選定方針を示しました。続

いて教科書一覧表、次にそれぞれの教科書の選定理由書、最後に教科

書選定概要報告書を示してございます。 

高等学校におきましては、令和４年度より学年進行で、１年生より

新学習指導要領に基づく教育課程が実施されます。各学校におきまし

ては、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、

創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開することを目指してお

ります。 

また、国語科における「現代の国語」・「言語文化」、地理歴史科に

おける「歴史総合」・「地理総合」、公民科における「公共」、情報科の

「情報Ⅰ」の必修化、数学科における「数学Ｃ」の設置など、新しい

内容となっております。 

令和４年度の１年生は、新教育課程の教科書が選定され、２・３年

生の教科書については、現行の学習指導要領に基づいた教育課程で選

定されます。前年度と同じ教科書を継続して使用する場合は、選定理

由書にその継続年数を示してございます。 

続きまして、４７ページを御覧ください。資料２の「教科書採択に

係る根拠法令・仕組み・スケジュール等」についてでございます。４
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細田教育長 

浦和高等学校長 

８ページに教科書採択に係る根拠法令等、４９ページにさいたま市立

高等学校の教科書採択の仕組み、５０ページにさいたま市立高等学校

の教科書採択のスケジュール、５１ページ以降は文部科学省や教育委

員会からの通知等を綴ってございます。 

続きまして、９１ページを御覧ください。資料３については、市立

各高等学校の令和４年度教育課程表になります。 

この後、３校の校長から説明をいただきます。説明の順番について

は、浦和高校、浦和南高校、大宮北高校の順でよろしいでしょうか。

はい、結構です。それでは、浦和高等学校長から説明をお願いしま

す。 

御説明申し上げます。お手元の資料の２ページから１６ページまで

が、本校の資料となります。 

はじめに、３ページの「令和４年度使用教科書選定方針」を御覧く

ださい。 

本校の教育理念や教育目標の実現に向け、「生徒一人一人の能力や

個性の伸長を図り、高い進学希望を叶える教育課程を編成して授業を

展開」しており、選定方針の作成に当たりましては、本校生徒の学習

に相応しい教科書を選ぶという視点ですすめました。 

次に、４ページから６ページが「令和４年度使用教科書選定一覧

表」、７ページから１５ページが「令和４年度使用教科書選定理由書」

になります。 

新規に選定した教科書は、学習指導要領改訂に伴い教科書が改訂さ

れた令和４年度に入学する１年生の教科書１７冊です。 

２年生及び３年生の教科書は、結果として、すべて継続した選定と

なり、２８冊です。 

以上から、計４５冊の教科書を選定いたしました。 

続けて、１６ページの「令和４年度使用教科書選定概要報告書」を

御覧いただき、選定の手続きを御説明いたします。 

３にございます「教科書選定委員会」を組織し、選定をすすめまし

た。教科書等の執筆に携わっている教職員は任命しておりません。 

１の「学校教育目標」及び２の、一昨年に若干の改訂を加えました

「目指す学校像」、また、学習指導要領を踏まえ、大学入試にも対応

できる生徒の学力の向上を、選定の大切な視点としております。 

そして、４の「選定の経過」にありますように「教科書選定の方針」

を職員会議で校長から全教職員に周知し、各教科から提出された「選

定案」及び「選定理由」を確認し、校長決裁により、議案書の通り提

出させていただいたところでございます。 
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細田教育長 

浦和南高等学校

長 

決裁に当たっては、市立浦和の校長として、本校生徒が求める高い

レベルの学習活動にふさわしいか、アクティブラーニングにも活用で

きる構成になっているかなど、本校生徒の学習に適しているかどうか

の視点から判断いたしました。 

選定した教科書について例を挙げますと、８ページの中段を御覧く

ださい。１年生の「歴史総合」では、これまで定評のあった教科書を

引き継ぎ、多くの学校が選定するであろうと思われる山川出版社の

「歴史総合」７０７ではなく、本校の生徒の学びにふさわしく、特に

アクティブラーニングに適している教科書として「歴史総合」７０８

を選定いたしました。 

他の教科書についても、本校の生徒の学びにふさわしいかどうかか

ら判断し、選定させていただきました。 

私からの説明は以上となります。採択に向けた、御審議をお願いい

たします。 

それでは、次の学校の説明をお願いします。 

お手元の資料の１７ページから３２ページが、本校の資料でござい

ます。 

本校の教科書選定の経緯について、説明させていただきます。 

はじめに、１８ページの「令和４年度使用教科書選定方針」を御覧

ください。本校の学校教育目標の実現に向け、確かな学力の定着や大

学進学のための実力錬成のために記述や資料などが生徒に理解しや

すいものであるとともに、導入や題材、論の工夫がなされ、効果的な

内容になっていることを重視し、本校の生徒の学習に相応しい教科書

を選定する視点で取り組みました。 

１９ページから２０ページまでが「令和４年度使用教科書選定一覧

表」、２１ページから３０ページまでが「令和４年度使用教科書選定

理由書」でございます。 

新規教科書を１９冊、継続で２５冊の教科書を選定いたしました。

３１ページから３２ページの「使用教科書選定概要報告書」を御覧

ください。中段の３にございます教科書選定委員会を組織し、選定方

針を伝え、各教科からの原案に基づき、選定理由の確認を行い、校長

の責任の下、選定案の決裁をいたしました。なお、教科書選定委員会

に教科書執筆に係る教員はおりません。 

本校は、学校教育目標を「探究心旺盛な自主自立の精神に充ちた心

身共に健康な人材の育成」としており、目指す学校像は「文武におい

て高きに挑み、深く学び、地域社会・国際社会に貢献することができ

る知・徳・体の調和がとれた人材を育成する学校」でございます。平
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細田教育長 

大宮北高等学校

成２９年度からは進学重視型単位制高校として、生徒の進路希望に対

応して多様な科目を設置しております。 

具体的に、新規に選定いたしました英語コミュニケーションⅠ、化

学基礎、継続して選定いたしました世界史Ａを例に御説明いたしま

す。 

まず、英語コミュニケーションⅠにつきましては、２７ページの下

段を御覧ください。２４点の教科書の中から桐原書店の「Heartning

English CommunicationⅠ」を選定しております。この教科書は、英

語の理解、内容の要約、さらには発表へと活動が進められる構成と英

語４技能５領域を効果的に育める構成になっております。取り上げら

れている題材が、安価な衣類の製造販売を通してＳＤＧｓへの意識を

高めたり、ＤＮＡを使った恐竜再生の可能性を探るサイエンス分野の

内容、スポーツや動物など多面的多角的なテーマが取り上げられてお

り、文理融合的な視点でございます。 

次に、化学基礎につきましては、２５ページ中段を御覧ください。

１２点の教科書の中から実教出版「化学基礎 academia」を選定いた

しました。化学基礎は１年次で履修するため高校理科の導入科目でご

ざいます。そのため、大学入試に対応できる内容であるとともに、授

業をきっかけに、生徒自身が、イオンの結合などをアニメーション動

画や実験などの実写動画で臨場感にあふれた解説を教科書のＱＲコ

ードからアクセスできる自学自習しやすい構成の教科書でございま

す。 

最後に、世界史Ａにつきましては、２２ページ中段を御覧ください。

９点の中から第一学習社「高等学校 改訂版 世界史Ａ」を引き続き

選定しております。見開き２ページで１単元が完結し、地図や写真な

どでビジュアル的に認識させられるとともに、「日本とのつながり」

などのコラムが充実しており、世界史と日本史の密接なつながりが具

体的に理解できるように工夫されております。 

また、学習内容の前倒しにつきましては、高校教育課の御指導のも

と、教科書の４科目で早期購入を実施しております。例えば、数学に

おいては、１年次に数学Ⅰと２学期末から数学Ⅱを実施し、数学Ⅲに

つきましては、２年次２学期末から使用しております。 

他の教科につきましても、審議を重ね、校長決裁により、議案書の

とおり提出させていただいたところです。採択に向けて御審議をお願

いいたします。 

それでは、次の学校の説明をお願いします。 

お手元の資料の３３ページから４６ページが、本校の資料でござい
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長 ます。本校の教科書選定の経緯について、説明させていただきます。

資料３４ページをお開きください。選定方針２，３にございますよ

うに、生徒の「生きる力」を育み、生涯に亘って社会に貢献できる人

材の育成を実現するため、個々の能力の伸長、確かな学力の定着を図

ることのできる教科書であること、また大学進学にも対応できる教科

書であることを重視し、３７ページから４５ページにありますとお

り、新規を１９冊、継続で２５冊の教科書を選定いたしました。新学

習指導要領の実施にあたり、新規に選定した教科書が例年よりも多く

なりました。 

資料４６ページをお開きください。教科書選定委員会を「４ 選定

の経過」のように開催いたしました。来年度から新学習指導要領が実

施されることを念頭におき選定方針を伝え、各教科からの原案に基づ

き、選定理由の確認を行い、校長の責任の下、選定案の決裁をいたし

ました。なお、教科書等の執筆に係る教員は、任命しておりません。

本校は御案内のように普通科、理数科の併置校でございます。理数教

育に係る素養は、普通科、理数科いずれの学科におきましても、これ

からの時代を生きていく上で、より必要になると考えております。ま

た、２１世紀型能力を育成する観点から、論理的な思考力、そしてコ

ミュニケーション能力を育成することは重要でございます。普通科、

理数科にかかわらず、こうした素養の修得・能力の向上を目指すとい

うことについて考慮いたしました。なお、こうした観点から、本校で

は普通科、理数科で同じ教科書を使用しております。 

次に、教科書の選定につきまして、新規に選定したものを中心に説

明いたします。 

例えば、理科の「基礎」科目、「○○基礎」という科目名の教科書

についてでございます。４０、４１ページ下段を御覧ください。理科

では、日常生活や社会との関連性を重要と考え、幅広い知識を身に着

けるようになりますが、いずれの教科書も、私たちの生活に関連した

例題や実験を取り扱い、生徒の興味関心を引く内容です。記述が丁寧

で詳しく、図表や写真なども多く使われており、ＩＣＴを活用した学

習がしやすくなっております。また、科学的な見解や考え方を学び効

果的に科学的技能を身に着ける学習が十分にできると考えています。

さらに、「主体的な学び」・「対話的な学び」、それぞれに関係性を持た

せながら考える力を育てる「深い学び」が実現しやすい内容になって

います。「基礎」のない科目、「物理」「化学」「生物」の教科書につき

ましては、「基礎」科目とのつながりもよい一方、大学入試にも十分

な内容を網羅しており、理数科を含め生徒は十分な学習ができると考

えております。このような考え方を基にして新学習指導要領での各教

科の変更点を考慮し、１年生の教科書を新規で１８冊選定いたしまし
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細田教育長 

石田委員 

浦和南高等学校

長 

浦和高等学校長 

細田教育長 

武田委員 

た。 

また、３年生の家庭「子どもの発達と保育」につきましては、４５

ページ中下段を御覧ください。文章や図表が興味関心を持たせ深い学

びが期待できること、全体を通じた難易度が本校生徒の実態に合って

いることを踏まえ、実教出版の「子どもの発達と保育 新訂版」を新

規に選定いたしました。 

なお、学習内容の前倒しにつきましては、高校教育課の指導のもと

教科書の早期購入を実施しております。１年生の後半から数学Ⅱを、

２年生の後半から数学Ⅲを使用しております。 

他の教科につきましても、校内で審議を重ね、校長決裁により、議

案書のとおり提出させていただいたところでございます。採択に向

け、御審議をお願いいたします。 

３校の説明に対し、何か御意見、御質問ありますか。 

新規に教科書を選択されている学校が多いですけれど、５、６年と

いうのはあるんですけど、２か所８年というのがあったんですね。そ

もそも特殊な科目で、浦和高校ですと書道Ⅲが８年目、浦和南ですと

家庭科が８年。私の考えですと、８年も経つとだいぶ世間の発展が違

うと思うので、この２点については教科書が良いのだと思いますが、

何かありましたら教えてください。 

お答え申し上げます。浦和南高等学校では、８年目の教科書が１冊、

家庭科の「ファッション造形基礎」でございます。また、９年目の教

科書で芸術の「工芸」という教科書がございます。どちらも教科書が

１冊しかございませんで、他の教科書の選定ができないということで

長期の継続使用となっております。 

御指摘いただいた教科書については、他の教科書会社もあるのです

が、教科書会社ごとに定期的に改定を行っていたり、また、教科書あ

りきではなく、生徒の為になる教科書を選定するという方針で、結果

として同じ教科書が続いてしまっているという現状でございます。 

他にございますか。 

質問ではなく要望ですがよろしいでしょうか。各高等学校におかれ

ましては、皆様それぞれの生徒の為に良い教科書を丁寧に選択いただ

きましてありがとうございます。私共も過日、実際の教科書を拝見し

まして、確認をさせていただいているところで、有難いと思っており
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ます。私から３点ほど、個別の教科書そのものではなく、採択に係る

要望を申し上げさせていただきます。 

一つ目は、今回、旧課程から新課程に切り替わるということで、科

目の名前が変わったり、また内容的にも様々な刷新がなされている訳

ですので、高等学校の教科書採択は毎年行っているところではあるの

ですが、今回は特に課程が切り替わるということで、各学校の先生方

には新しい課程の新しい視野に基づいた新しい学習目標というもの

を十分に理解して、新しい教科書の肝というか、意味とか意義をフル

に生かした指導、授業も刷新するという気持ちでしていただければよ

いのかなと、同じ教員として思います。 

二点目は各校の教育課程表についてですが、教科書はこの教育課程

表に基づいて各学年について行われている訳ですけれど、各校ではそ

れぞれの学校の特色に応じた教育課程表が組まれていると思います

けれども、現状は必ずしも生徒のニーズに合っていない部分が無いの

かなということはかねてより思っておりまして、例えば進路選択とか

大学受験、また浦和高校では内進生と高入生の場合など、実は生徒た

ちにもいろいろ意見があるのではないかということで、生徒たちの声

を丁寧に聞き取って改善を検討することも必要ではないのかなと思

っていたのですが、例えば浦和高校の場合、今回、かなり大胆かつ丁

寧に対応してくださっているので、大変有難いと思ったのですが、具

体的には、例えば、これまで生物を選択しようとすると、高入生の場

合は２年３単位、３年４単位でゆっくり７単位を２年かけてやるとこ

ろを内進生だと３年生の３単位しかないので、ものすごいスピードで

授業が進み、なおかつ夏休みにも何かするというかなり歪があった訳

ですけど、それから３年生では科目が少ないからということで、３年

なのに芸術が必修になってしまうとか、色んなことが今まであった訳

ですけれども、こういう点に関しては今回かなり改善がなされていて

大変有難いと思います。生徒が納得できない今までの科目配分などは

これまでの進学実績にダイレクトに影響している可能性がございま

すし、旧課程から新課程に切り替わる今の時期は何か変更するのにち

ょうど良いタイミングでありますので、アンケートなどで実際に授業

を受けている子どもたちの事例やデータなどを集めて、更に改善を図

っていただきたいと思います。科目を履修する学年の変更に当たって

は、採択する教科書の内容にも影響が及ぶ場合も考えられますので、

教科書の選択にも関わることとして、より有機的で効果的な教育課程

表に向けて、すべての市立高校で今後も調査検討を進めていただけれ

ばと思います。ついでに申し上げますと、内進生、高入生の英語の問

題なんですが、浦和中の場合、英語をかなり前倒しで早く進めるけれ

ども、高校に入ってしまうと高入生と同じ教科書、同じ進度でやると
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細田教育長 

武田委員 

細田教育長 

細田教育長 

野上委員 

いうことで、あれは何だったんだということになっていると伺ってお

りますので、そういう英語の問題なども中高に亘って使う教科書その

他、生徒の実態、希望に合わせて基礎学力の充実なども考えつつ、落

ちこぼし、伸ばしこぼしがないように更に御検討いただければと思い

ます。 

三点目は、教科書と他の教材の活用についてということなんですけ

れど、高校の先生方は子どもたちから見ても何だか大学の先生みたい

だねっていう場合も多くて、小中学校の先生方と比べてより専門性が

高いし、また個性も強いところが大変大きな魅力でありますし、生徒

の実情に応じて教材を選択したり、プロデュースしたりするという柔

軟性も大いに尊重されて然るべきところだと思っておりますけれど

も、場合によっては教科書をろくに使わない、あるいはまったく使わ

ないという例も無い訳ではないということを聞き及んでおります。小

中学校と違いまして高校の教科書は無償ではないので、ましてや各高

校で自校に合わせて選択することを旨としているからには、基本的に

は教科書は使うものという前提であってほしいというふうに、保護者

としても採択者としても思っております。そういうことで、校長先生

方から各教科の御担当の方々にその辺りのことを指導いただければ

と思っております。 

いま、大変重要な御指摘が３点ございました。まさに武田委員さん

から御指摘をいただきましたとおり、旧課程から新課程になります１

０年に一度の大変重要な年であり、そして今般の新しい学習指導要領

の改訂の中で、全校種を合わせて小学校よりも中学校よりも高等学校

の学習指導要領が今回最も改革幅が大きかった。新しい科目も入って

いるところでございますので、まさにこのタイミングをフルに活用し

て更なる市立高校の特色化と飛躍に結びつけるような教科書採択に

なっていくことを強く望んでいくところでございます。武田委員さ

ん、今ので何か回答を求めるところはございますか。 

いいえ。とにかく感謝申し上げておりますので、苦言と聞こえたか

もしれませんが、よろしくお願いします。 

それぞれの校長先生方、学校に戻りまして教職員にしっかりと今の

旨、お伝えいただきたいと思います。 

他にございますか。 

大宮北高の校長先生に１点確認したいのですが、私は地理総合、歴
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大宮北高等学校

長 

野上委員 

大宮北高等学校

長 

野上委員 

浦和高等学校長 

野上委員 

浦和高等学校長 

史総合というのは必須だと思っているのですが、北高の３８ページを

見ると地理総合はあるが歴史総合がないのは、何か特殊な事情がある

のか、私の知識不足なのか、まずはそれを教えていただければと思い

ます。 

本校は２年生が履修することになっておりますので、今回の教科書

選定には入っておりません。 

この中には２年生が入っていなくてよいということですか。 

はい。来年度出てくる予定です。 

浦和高校の校長先生にお伺いするのですが、教科書の採択に当たっ

て最終的には校長先生が決裁をなさるということになるのですが、例

えば、地理総合、歴史総合というのは今回大きく変わったところです

よね。このように大きく変わったときには、選定委員会の先生方が意

見を言うのでしょうか。あるいは学校教育の目標に合致させるために

は、他の教科の先生といえども意見交換があるのでしょうか。 

地理総合、歴史総合については大変重要な科目だと思っています

し、新しい教育課程の肝となる、何をどのように学んで何ができるよ

うになるかという、今までの講義形式から一変してアクティブラーニ

ングするには、とても重要な教科だと思っております。校長からまず

教科の代表にその旨を伝えて、教科の方で話し合ってもらいます。そ

のあと、原案を作ったりする教育課程委員会というのがありますが、

すべての教科の代表が集まった会議で意見を出します。そのあと職員

会議で皆で討論してもらって、最終的に私の方で決裁するという流れ

になっておりますので、学校全体として校長の意思を反映した教科書

選定が行われると考えていただければと思います。 

その場面では活発な意見交換が他教科の先生からあるのですか。 

教科の中では当然ありますし、教育課程委員会の中でも、こういう

方針にした方がいいんじゃないかという校長の意思をもって話し合

いますので、今回の歴史総合については意見がありました。校長の方

でもアクティブラーニングを進めたいという気持ちがありましたの

で、賛同と従来型っていうのもいいんじゃないかという意見もありま

した。 



20 

野上委員 

大谷委員 

細田教育長 

石田委員 

細田教育長 

柳田委員 

健全な討議を経て決まっていくというプロセスがわかりました。あ

りがとうございました。 

校長先生方のお話を聞いて、校長先生がそれぞれ思い入れを持って

教科書を選定していただいているということ、大変頼もしく思いまし

た。ただ、武田委員さんからの御指摘はちょっとビクッという思いで

受け止めました。というのは、私たちの教育というのは、学びの遅い

生徒を引き上げるのは善なんですよ。だけれども、私も教壇に立って

ましたけれども、学びの進んでいる子どもたちを更に伸ばしてあげよ

う、それはタブーだった訳ですよ。だけどそれは否定されて然るべき

だと思うんですよね。個別、個に応じて最適化された指導をしていく。

武田委員さんは伸ばしこぼしという言葉を使われましたが、そのとお

りだと思うんですけれど、進んでるお子さんはちょっと待ってて、皆

でゴールというような、それはあってはならないと思いますね。進ん

でいる子がいたらその子を更に伸ばしてあげる、進んでいる子には教

科書を変えることがあって然るべきだと私は思いますけれど、伸ばす

べき子を伸ばしてあげるということは、是非、お願いを申し上げたい。

もちろん学びのスローなお子さん方には、しっかりと手を差し伸べて

いただきたい。また、進んでいるお子さんには更に教科書の早期採択

等でですね、特に理数科のある大宮北高なんかにしても、学びの中で

伸びる子は更に伸ばしてあげるという方針で取り組みをお願いした

い。私の要望でございます。 

いくつか要望がございますので、各校長先生方、学校の中でしっか

り反映させていただきたいと思います。 

浦和高校で新規に生物基礎というのが採択されているんですね。こ

れには免疫の働きという項目がありまして、非常にまとまってまして

COVID-19 まで載っています。非常にタイムリーかなと思って。よく

選定してくれたなと思って感謝しています。 

他にありますか。 

丁寧な説明ありがとうございました。質問じゃなくお願いになるん

ですけど、保健体育で性関連の情報なんですが、どの教科書も少ない

なと感じておりまして、どうしても避けてしまう部分かとは思うんで

すが、大事なところだと思いますので、教科書以外の教材でもいいし、

プラスアルファで御指導いただければと思いました。 
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細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

ありがとうございました。今の御意見も是非反映させてください。

他にありますか。それでは、学校ごとに採決を行いたいと思います。

まず、浦和高等学校の教科書について原案のとおり採択してよろし

いですか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、原案のとおり採択されました。 

続きまして、浦和南高等学校の教科書について原案のとおり採択し

てよろしいですか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、原案のとおり採択されました。 

続きまして、大宮北高等学校の教科書について原案のとおり採択し

てよろしいですか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第４０号は原案のとおり可決され

ました。 

それではここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開

いたします。 

議案第４１号 令和４年度使用さいたま市立大宮国際中等教育学校用教科用図書の

採択について

細田教育長 

高校教育課長 

それでは再開します。議案第４１号につきまして、事務局から説明

をお願いします。 

本議案は、令和４年度からさいたま市立大宮国際中等教育学校で使

用する教科用図書の採択をお願いするものです。高等学校用教科用図

書と中学校社会（歴史的分野）と中等３年生および４年生で使用する

「情報Ⅰ」の採択となります。 

大宮国際中等教育学校では、令和４年度から、後期課程が設置され、

高等学校の学習指導要領に則った内容も開始されます。 

大宮国際中等教育学校におきましては、５月から７月までの期間、

校長を委員長とする教科書選定委員会において、学校の特色や生徒の



22 

細田教育長 

大宮国際中等教

育学校長 

実態に即しながら、綿密な調査、研究を実施し、令和４年度に使用を

希望する教科書を選定いたしました。 

お手元の資料は、採択していただくための調査資料として、選定方

針、教科書選定一覧表、教科書選定理由書、選定概要報告書、教育課

程表を示してございます。 

また、大宮国際中等教育学校は、一つの学校として、一体的に中高

一貫教育を行う中等教育学校でございますので、「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３項」にもとづき、高

等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育

学校の前期課程において使用する教科用図書については、学校ごとに

教科用図書の採択を行うことになっております。 

昨年度、８月６日の臨時教育委員会会議にて令和３年度中学校用教

科書について採択いただきましたが、その後、自由社が発行する社会

（歴史的分野）の教科書が、文部科学省の教科書検定で新たに合格と

なりました。つきましては、現行で使用している東京書籍と、教科書

検定で新たに合格となった自由社の２社を比較の上、令和４年度に使

用する中学校（歴史的分野）の教科書について、採択していただきた

く存じます。 

また、「情報Ⅰ」については、分割履修をしている関係で、令和４

年度に使用する「情報Ⅰ」の教科書を中学３年生で早期に採択してい

ただきたく存じます。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、大宮国際中等教育学校から説明をお願いします。 

大宮国際中等教育学校初の後期課程、第１学年にあたる４年生の来

年度使用する教科書について御説明申し上げます。 

まず、お手元の資料２ページの選定方針を御覧ください。ここには

４点挙げましたが、特に本校の特徴を踏まえた２点目・３点目がポイ

ントとなります。 

本校は今年５月に正式にインターナショナルバカロレアワールド

スクール、これはＭＹＰ、ミドル・イヤーズ・プログラムの部分です

が、国際バカロレア認定校として認定を受けました。 

また、本校は、全生徒が６年間一貫して教育を受ける中等教育学校

として、現在１期生が３年生ですので、来年までの４年間のＭＹＰ、

ミドル・イヤーズ・プログラム、その最終学年にふさわしい探究的で

課題解決型の学習活動を展開し、本校の学校教育目標を達成する一助

とすべく、教科書を選ぶ、そういった視点で教科書を選定いたしまし

た。 
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資料２ページが、使用教科書選定一覧、３ページから６ページが選

定理由書となります。来年度１期生が後期課程に進むことから、今回

初めて高校の教科書を選定することになります。今回は高校１年生に

あたる部分だけですので、９教科、１６冊を選定いたしました。また

先ほど、高校教育課長から御説明がありましたとおり、前期課程で使

用する社会科の歴史の新規教科書を改めて選定いたしました。 

次に７ページから８ページの選定概要報告書に記しましたように、

本校では教科書選定委員会を組織し、選定いたしました。この中に、

教科書等の執筆に携わっている教職員は、選定委員に任命しておりま

せん。本校の学校教育目標及び目指す学校像、また改められた学習指

導要領を踏まえ、未来の学力を備え、国際的な視野を持つ生徒の育成

を選定の大切な視点としております。そして、４の選定過程にござい

ますように、教科書選定の方針を職員会議で校長から全教職員に周知

し、各教科から提出された選定案及び選定理由を確認し、校長の責任

のもと、選定案を決裁いたしました。 

各教科の教科書１６冊をできれば全てについて御説明申し上げた

いのですが、いくつかの教科・科目について例示をさせていただきま

す。 

まず、新しい科目として設定された地理・歴史のうち「地理総合」

と「歴史総合」です。出版社は異なるものでありますが、いずれもそ

の教科書の構成、テーマに基づく編成などから、大変探究的な学習活

動に適していると判断しました。 

また、これは地歴の教科書に限りませんが、時代の潮流を受け、ま

た、本市がその推進をしている市であることを踏まえ、どの教科・科

目についてもＳＤＧｓについて必ずページが割かれています。「地理

総合」・「歴史総合」についても言うまでもなく、ＳＤＧｓの１７の

ゴールのうち、こういった現実の事象が１７のゴールのどれに該当す

るか、それをまず考えていく。そして、いろいろと学習を進める最後

には、必ず自分たちに何ができるかという問いかけがなされているの

が、今回の改訂を受けての教科書全般を通して言えることだと実感い

たしました。そうした中、「地理総合」は、帝国書院の「高等学校 新

地理総合」、これが地球的な課題やＳＤＧｓについての資料が多く、

その課題に取り組みやすい工夫がされていると考え選定いたしまし

た。また、「歴史総合」は、山川出版社の「現代の歴史総合 みる・

読みとく・考える」を選定いたしました。非常に視野の広い、生徒自

身がさまざまな事象を根拠に基づいて考えを深め、さらに表現するこ

とができるような問が工夫されています。この山川の大判の新版の歴

史総合の教科書は、テーマ別に４４の学習テーマが掲載されていま

す。ただ、標準単位数は２単位であり、本校が学校の方針として高校
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細田教育長 

石田委員 

野上委員 

細田教育長 

細田教育長 

２年生相当の５年生、高校３年生相当の６年生で、国際バカロレアの

ディプロマプログラムを導入すべく準備を進めているところから、高

校卒業に必要な必履修科目については、いずれも最低限の標準単位数

でしか教育課程を編成することができません。歴史総合は２単位年間

７０時間ですので、いかにテーマを設定していくかが課題かと考えて

います。 

もう１点、情報については、３年生で分割履修をしている関係で早

期購入をすることとなります。 

最後に、社会の歴史的分野ですが、昨年度、東京書籍「新しい社会

（歴史）」を採択いただいたところです。今回改めて、自由社の教科

書を研究し、東京書籍と比較・検討することをしてみましたが、本校

としては、地理、公民が東京書籍であることも踏まえ、引き続き東京

書籍を選定いたしました。以上、すべて校長決裁により提出させてい

ただいたところです。採決に向けて御審議をお願いいたします。 

委員の皆様、何か御意見ありますか。 

先程も言いましたが、浦和高校と同じ数研の生物基礎、免疫のとこ

ろよく書かれています。 

ＩＢ校として誕生したこの学校の、さいたま市教育における任務と

いうのでしょうか、あるいは何でこの学校がと言えば、モデル校、こ

れからの学校運営に当たって、そういった知識を大前提として必要で

すよと。それがいま校長先生からありましたが、歴史総合にとっても、

地理総合にとってもある意味で地政学的な認識がないと、これから社

会に出ていく過程ではとっても必要になると。それがすべてのところ

へ影響してくるというモデル校としての大宮国際中等教育学校にさ

いたま市がトライしたっていうことがすごいことでありまして、是

非、大宮国際中等教育学校が他の小学校、中学校、高校の羅針盤にな

るような、こういうことが解決されれば正解のない問いに対して自分

の考えが述べられるというような、これからの時代を担う子供たちに

必要な要素でありますので、是非、自校だけでなく他のさいたま市内

にある小中高にそれを広げていただきたい。そうすれば、ＰＩＳＡで

よく言われている読解力、読み解く力というのは何の科目にも必要な

ことですから、是非、広めていただきたいなと思います。 

他にありますか。 

それでは、大宮国際中等教育学校の教科書について、原案のとおり
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各委員 

細田教育長 

採択してよろしいですか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第４１号は原案のとおり可決され

ました。 

議案第４２号 令和４年度使用さいたま市立中学校用教科用図書の採択について

細田教育長 

指導１課長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

大谷委員 

続きまして、議案第４２号について、事務局から説明をお願いしま

す。 

本議案は、令和４年度からさいたま市立中学校で使用する教科用図

書社会（歴史的分野）の採択をお願いするものです。 

昨年度、８月６日の臨時教育委員会会議にて令和３年度中学校用教

科書について採択いただきました。その後、自由社が発行する社会（歴

史的分野）の教科書が、文部科学省の教科書検定で新たに合格となり

ました。 

文部科学省より２６ページにございますとおり通知がございまし

た。これらの通知を踏まえ、現行で使用している東京書籍と、新たに

合格となった自由社の２者を比較の上、中学校社会（歴史的分野）の

教科書について、採択していただくことをお願いしたいと存じます。

教育委員の皆様におかれましては、本日までに、埼玉県による調査

資料を参考資料として、実際に教科書見本本を手に取り、御覧いただ

いているところでございます。この場では、閲覧の時間を設定せず、

協議を行い、採択を行いたいと存じます。以上の進め方でよろしいで

しょうか。 

＜異議なし＞ 

それでは協議を行います。委員各位、御意見はありますか。 

自由社、十分見させていただきました。こういう点が良かったとい

うのは、歴史の流れというものを大切にするというのはそのとおりな

んだと思いますが、どんな人だったのか個々の人物をクローズアップ

させる、例えば二宮尊徳、あるいは福沢諭吉、その他の歴史上の人物

をクローズアップしてその人間がどうだったか、そういうところが非

常によくできている、子どもたちの興味関心を引くという意味でよく
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武田委員 

できていると思いました。 

ただ、現行の東京書籍を見ますと、こういった点で優れているんで

すね。見開き１単位授業の学習の内容の学習課題が冒頭に非常によく

明示されている。これはこの教科書のよい点だと思いますね。そして

また、歴史的な見方、考え方、あるいは現在とのつながりであるとか、

その辺の問題提起が非常によく書かれている。更に私自身はこれが決

定的かなと思ったんですけれども、東京書籍にはデジタルマーク、そ

して２次元コードが記載されているんです。ですから、そこのところ

から様々な教科書以外の資料にもアクセスできる訳です。家庭学習等

で非常に厚みのある学習ができるということで、それぞれ特色はある

のですが、私自身はそれらを比較しまして、自由社のよい点、私自身

が良かったなと思う点と比較しまして、でもやはり、いま話した内容

からすると、東京書籍でよろしいんじゃないかという思いでありま

す。 

いま大谷委員が仰ったことに付け加えになるのですが、３点お話を

させていただきたいと思います。 

一つ目はいまお話しのありました教科書のつくりでＩＣＴの活用、

ＱＲコードの有無という部分なんですけれど、やはり、特に社会でし

かも歴史的分野の場合は、教科の特性として子どもが自分で判断する

力を伸ばす、そのために自分で多くの資料に当たるということが必要

かと思いますけども、やはりＱＲコードで色んな資料にアクセスでき

るかたちであるということで、教科書を起点として学びの可能性が大

きく広がるかたちになっているというのがＱＲコードのある東京書

籍の特色かと思いますし、また、東京書籍の場合は同じくＱＲコード

のある地理的分野の教科書と横断的学習の発展が可能である。また、

さいたま市が推進するＩＣＴ教育で一人一台タブレットの学習形態

には効果的に対応していくということが、現在コロナウイルスの関係

で家庭学習やオンライン授業が必要になってきている訳ですので、い

ま、特にそれは重要性が増々大きくなっているかなというふうに思い

ますし、こういうＱＲコードがあるメリットというのを敢えて手放す

ことの必然性はないんじゃないかというのが一点目です。 

二点目は先ほど大宮国際の話でもありましたけれども、さいたま市

の教育が推進するＳＤＧｓとの関係で、教科書を作る上でＳＤＧｓの

視点があるかないか、それに伴う歴史観がそもそもどう違うのかとい

うのを見てみますと、東京書籍の方はＳＤＧｓというのを色んなかた

ちでクローズアップしておりまして、例えば巻頭の３ページ、それか

ら本編の１ページを見ますと、表紙を開いてすぐの見開きで２枚くら

いめくったところに「持続可能な社会の実現に向けて」というタイト
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ルで、歴史という教科の根本にＳＤＧｓを位置づけて、歴史の学びの

始まりにこのＳＤＧｓの問題意識を提示しています。また、２７０、

２７１ページを見ますと、教科書本文の締めくくりの方で持続可能な

社会に向けてというセクションを見開き２ページに亘って設定して

いて、歴史の学びをいかにこれからの実社会の課題につなげていくか

について詳細かつ多面的にこの内容を展開している訳なんですね。 

一方で自由社にはＳＤＧｓがまったく出てきておりません。教科書

の内容が歴史そのものに限定されていて、教科横断的な発展性という

視点が見られないかなと思うんですけども、こういうＳＤＧｓの扱い

の差というのは、各社の歴史観の違いが端的に表れているところかと

思います。 

東京書籍の１ページを見ますと、私たちはなぜ歴史を学ぶのでしょ

うか、それは私たちの未来を考えるために歴史が必要とされるからで

すという考え方で、自由社の方は２ページのところで「歴史を学ぶと

は」というタイトルで、御先祖が生きた歴史という項目を立てて、御

先祖ということを繰り返して強調しているということで、東京書籍の

場合は未来のために過去を学ぶというかたちで、未来志向と過去志向

を両方打ち出すバランスの取れた姿勢かなと思います。 

一方、自由社は、やや過去志向に傾きすぎて御先祖崇拝にならない

か、先ほど、人物が充実しているというお話がありまして、これ自体

は大変大事なことではあるのですが、過去の過ちを客観的に見る妨げ

にならないのかなという懸念がちょっと残ります。 

未来を見つめて３つのＧを掲げていくさいたま市の姿勢には東京

書籍の方がマッチするのではないかと思います。これは昨年度採択を

したときの一つの理由でもあった訳ですので、一貫性というのはでき

れば守りたいというふうに思っております。 

最後に３つ目には、学習者の立場になって申し上げますと、いまの

指導要領でとにかく主体的な思考を喚起するということで、どの教科

もキャラクターというものがいろいろ使われている訳なんですけれ

ども、東京書籍では５ページでキャラクター６人が紹介されてます。

自由社では７ページでキャラクター２人が登場している訳なんです

けれども、一番大きい違いは、東京書籍は６人もいて多いんですが本

文では一切出てこない。最後の活動の部分でワイワイやっているとい

うふうなことなので、これは教室での話し合いの活動のモデルになる

というかたちで多くてもそれはよいのかなと思うんですけれど、一方

で自由社ではキャラクター２名が全編に亘って登場してくる訳なん

ですね。なので、基本的に事実を学ぶべき部分でも何か脇でチョロチ

ョロ言っているというふうなことで、誘導にならないのかちょっと心

配です。しかも、試験勉強をしているときにこの２人がチョロチョロ
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細田教育長 

野上委員 

しているのはちょっと邪魔かなというふうに私が学習者だったら思

う訳なんですけれど、そういうことで子どもが勉強する場合にどうい

うかたちが一番サポートになるかということを考えた場合、東京書籍

の方が適切なのかなというふうに思いますし、その６人というのも多

いんですけど、大人と子ども、教員と先生、それから男の子、女の子

でも複数いることでいろんな子がいるということで個体差というか

個人の個性にも配慮された構成なのかなというふうに思いますけど

も、自由社の方は男女１名ずつだけなので、つい男子の見方、女子の

見方というふうに役割が固定されてる印象がちょっとあるんですね。

多少配慮はなされていて、女子の方が先に発言してることもあるんで

すが、全体を見ていくとやはり男子主導の会話というか、女の子が受

けというイメージがあるかなというところで、役割の固定という部分

が少し気になるというところと、後半になりますと、いきなりどこか

の弟とお兄さんが出てきたり、姉と妹が出てきたりということで、キ

ャラクターの扱いが雑とは言いませんが、行き当たりばったりで、子

どもたちは少し戸惑うのかなというふうに思って、そういう勉強のし

やすさということを考えると、東京書籍の方が適切かなというふうに

思いました。 

以上３点のことから現行の教科書をそのまま使っていって、実際に

教えていることで先生方が日々の授業で培われているこの教科書の

ノウハウというのをこのまま使い続けていっていただくのが良いの

かなと思います。 

お二人の委員さんから、現行、私どもが採択しております東京書籍

について、御推薦をいただく意見が出ております。双方の歴史教科書

それぞれ良い点があるけれども、さいたま市の中学生が歴史を学ぶと

いう観点からすると、ＩＣＴを活用しやすい、それからＳＤＧｓと歴

史の学びをしっかりリンクさせている、そして学習者の視点から東京

書籍の方が学びやすいつくりになっているというような御意見がご

ざいました。 

それ以外に何か御意見ありますでしょうか。 

私は教育的な知見も少ないのですが、歴史教科書についてはこう思

っております。不幸な教科書だなと。何故ならば、大部分大切な歴史

教育なんですけども、多くのところが戦争で割かれているページがも

のすごくあって、それ以外にいろいろあるだろうと。というのは、さ

っき地政学のことを言いましたけども、これからの子どもたちは、地

球を俯瞰して見たときに、たしかに戦争があれば何かが起こってくる

んですけど、そうじゃなくて、環境だとかいろいろな点も含めた地球



29 

細田教育長 

石田委員 

細田教育長 

各委員 

を俯瞰した歴史書が必要なんだろうなと。 

こういう歴史で地球は発展してきたんだ、でもしかし、こういう背

景があるよというような、いまの中近東、アフガンなんかの問題を見

れば、どうしてこうなっちゃったのというようなところへですね、や

っぱり広げていくべき、ある意味で未来を背負った子に教えていくわ

けですから、やっぱり建設的というか健康的なところも含めた歴史教

科書になっていただきたいなというふうに、この２冊お借りしたとき

に、そうしてみると、いま先生方が仰っていただきましたけども、東

京書籍の流れで教えた方がスムーズにいくんだろうなと、これからは

是非そういう視点で教科書が出来上がってくればいいなと。これは願

望であります。以上です。 

ただいまお三方から現行の東京書籍について賛成の御意見があり

ますが、このことについて反対の御意見の方はいらっしゃいますか。

反対じゃないんですけど、東京書籍の最後のページに保護者の皆様

へと書いてあるんですね。豊かな学びが未来を拓くということで、中

学校社会の教科書、地理、公民、歴史と同じ会社の教科書で関連性を

持ってますので、是非このまま継続してやっていってほしいんです。

それから自由社もなかなか良いところがありまして、具体的に言い

ますと６４ページに修学旅行で行く奈良・京都、１００ページに日本

人の名前の由来を訪ねてみたっていう、日本人の名前はこういうこと

で片寄ってできてるという地域性が書かれています。それから１３６

ページ、幕府の改革がしっかりまとめて一覧表になっている。何とか

の改革、何とかの改革と非常に分かりにくいんですけど、まとめられ

てます。１４８ページの近代の日本のまとめ、これも非常にわかりや

すく一覧表に載っているので、検定を通っている教科書だけあって大

変よくまとめられていると思ってます。 

全体的にいろいろ見ますと、解体新書とか浮世絵についてとか、そ

の他いろいろ見ましても、東京書籍の方がそういう点については詳し

く載っていますので、今まで通り是非、使いやすい教科書であるから、

東京書籍を推薦、現行通りお願いしたいと思います。 

東京書籍をという御意見がすべてでございますので、審議の結果、

中学校社会の歴史的分野につきましては、東京書籍、新しい社会（歴

史）を採択してよろしいでしょうか。 

＜異議なし＞ 
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細田教育長 それでは、委員全員の賛同がありましたので、中学校社会（歴史的

分野）は、東京書籍、新しい社会（歴史）を採択することといたしま

す。 

議案第４３号 令和４年度使用さいたま市立浦和中学校用教科用図書の採択につい

て

細田教育長 

高校教育課長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

それでは議案第４３号につきまして、事務局から説明をお願いしま

す。 

本議案は、令和４年度からさいたま市立浦和中学校で使用する教科

用図書社会（歴史的分野）の採択をお願いするものです。 

さいたま市立浦和中学校は、さいたま市立浦和高等学校との併設型

中高一貫教育校でございますので、「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３項」にもとづき、高等学校におけ

る教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課

程において使用する教科用図書については、学校ごとに教科用図書の

採択を行うことになっております。 

昨年度、８月６日の臨時教育委員会会議にて令和３年度中学校用教

科書について採択いただきましたが、その後、自由社が発行する社会

（歴史的分野）の教科書が、文部科学省の教科書検定で新たに合格と

なりました。 

つきましては、現行で使用している東京書籍と、教科書検定で新た

に合格となった自由社の２社を比較の上、中学校（歴史的分野）の教

科書について、採択していただくことをお願いしたいと存じます。 

先ほどの議案第４２号と同様に、埼玉県による調査資料を参考資料

として、実際に教科書見本本を手に取り、御覧いただいているところ

でございますので、先ほどと同様に、閲覧の時間を設定せず、協議を

行い、採決を行いたいと存じます。以上の進め方でよろしいでしょう

か。 

＜異議なし＞ 

それでは協議を行います。委員各位、御意見はありますか。 

＜なし＞ 

なしという声もございました。同じことで、先程の議論が十分なさ
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各委員 

細田教育長 

細田教育長 

れていると思いますので、浦和中学校の中学校社会（歴史的分野）に

ついては、東京書籍を採択してよろしいですか。 

＜異議なし＞ 

それでは、委員全員の賛同がありましたので、浦和中学校の中学校

社会（歴史的分野）は、東京書籍を採択することといたします。 

そして、先程、大宮国際中等教育学校も同様に歴史的分野の教科書

につきましては、一括して学校の御提案で採択したということを再度

確認させていただきます。 

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたしま

す。 

傍聴の方に申し上げます。先ほど決まりましたとおりここからの審

議につきましては、非公開となりますので御退室ください。 

報告第３号 さいたま市教育委員会事務局及び教育機関の課長（課長相当職を含む。） 

以上の人事について

＜非公開案件につき内容は省略＞

報告第６号 全国学力・学習状況調査結果について

細田教育長 

教育研究所長 

続きまして、報告第６号について、事務局から説明をお願いします。

報告第６号につきまして、教育研究所より報告させていただきま

す。お手元の資料に沿って御説明させていただきます。

こちらの調査結果につきましては、国による結果公表日の８月３１

日、火曜日の５時までは非公開となりますので、お願いいたします。

令和３年度全国学力・学習状況調査のさいたま市の結果の概要につ

いてでございますが、はじめに、教科に関する調査でございます。資

料１を御覧ください。さいたま市は小・中学校ともに教科に関するす

べての調査におきまして、全国の平均正答率を１．８～２．８ポイン

ト上回っております。

続きまして、資料２の①②を御覧ください。こちらの資料は平成３

１年度から令和３年度の３年間分の平均正答率を示したものでござ

います。資料２の①が小学校、②が中学校の結果でございます。令和

２年度は調査が中止となりましたのでハイフンで示してございます。

御覧のように、本市の結果はこれまでに引き続き、全国や県、大都市、

指定都市の結果を上回っており、本市児童生徒の学力につきましては
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細田教育長 

概ね良好な状況にあると考えられます。

資料３を御覧ください。こちらは教科に関する調査の内容、領域等

別平均正答率を示した資料でございます。本市の結果は、小学校、中

学校の国語、算数、数学のほぼすべての領域等で全国の平均正答率を

上回る結果となっております。特に中学校数学の図形の領域は最も大

きく、全国の平均正答率を５．２ポイント上回っております。

次に児童生徒質問紙調査につきまして御説明申し上げます。資料４

を御覧ください。本年度の調査では、生活習慣や学習習慣に関する質

問が小学校、中学校ともに６９項目ございました。その中から市の教

育施策と関連が深い等の視点から２４の項目を取り上げ、結果を示さ

せていただきました。水色の網掛けの部分は全国と比べて肯定的な回

答の割合が高くなっているものを、オレンジ色の部分は低くなってい

るものを示してございます。生活習慣に関する質問項目であります

「２ 自分には、よいところがあると思う」や今回の調査から新設さ

れました「３ 自分でやると決めたことは、やり遂げるようにしてい

る」などの質問項目で、小・中学校ともに全国と比べ肯定的な回答の

割合が高くなっています。特に「２ 自分には、よいところがあると

思う」という質問項目では全国を大きく上回っており、本市の児童生

徒の自己肯定感の高さが伺えます。

また、令和２年４月から５月頃の臨時休校をしていた時期について

の質問項目でございます「２２ 勉強について不安を感じた」では、

中学校において「当てはまらない」と「どちらかといえば、当てはま

らない」を合わせた値が全国を下回っており、不安を感じていた生徒

が比較的多くいたことがわかります。しかし、「２３ 計画的に学習

を続けることができた」「２４ 規則正しい生活を送っていた」の質

問項目では、小・中学校ともに全国と比べて肯定的な回答の割合が高

くなっております。各学校における適切な支援の成果であると考えて

おります。

一方で「１８ 今住んでいる地域の行事に参加している」の質問項

目では、小・中学校ともに肯定的な回答の割合が全国を下回るととも

に、平成３１年度の調査結果と比べても下がっております。今回の新

型コロナウイルス感染拡大の影響等から、行事の中止や自分自身の健

康を守るための外出自粛が影響しているものと考えられます。研究所

からの報告は以上でございます。

説明が終了いたしましたが、委員の皆様、御質問等はございますか。

それでは、この件は終了といたします。

 以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。
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これにて、教育委員会会議を閉会いたします。

８ 閉     会      午前１１時４４分


