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吉川市教委告示第６号 

令和２年第７回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和２年７月２１日 

                  吉川市教育委員会教育長  戸張利恵    

 

日 時  令和２年７月２１日（火）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０２会議室 

 

付議案件 

 

１ 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受入可能人数等の決定につ

いて 

２ 令和３年度使用中学校教科用図書の採択に関する意見聴取について 

３ その他 

 ① 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について 

 ② 成人式・文化祭について 

 ③ 令和２年度 7月・９月補正予算について 

 ④ 次回（令和２年 第８回）教育委員会会議開催について 

※ ８月７日（金）午後３時～ 吉川市役所２０２会議室 
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開会の日時 令和２年７月２１日 午後３時００分 

閉会の日時 令和２年７月２１日 午後４時３０分 

会議開催の場所 吉川市役所２０２会議室 

教育長 戸張 利恵  

教育長職務代理者 中島 新太郎 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 戸張 利恵 

２ 中島 新太郎 

３ 小林 照男 

４ 鈴木 真理 

５ 荒井 一美 

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

     

 

説明のため会議に出席した者の職・氏名 

教育部長          中村 詠子 

副部長兼学校教育課長    馬場 重弘 

教育総務課長        石田 和親 

学校教育課学校支援担当主幹 

兼少年センター所長     砂賀 正史 

 

会議に出席した事務局職員 

書記長（教育部長）     中村 詠子 

書記（教育総務課 管理担当副主幹） 安室 晴紀 

傍聴人 ３ 人 
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令和２年第７回吉川市教育委員会会議 議事日程 

日 程 議案等番号 内        容 提出者 

  
 

開会の宣告 教育長 

日程第１ ― 会議録の承認について  

日程第２ 第２６号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望

者の受入可能人数等の決定について 
〃 

日程第３ 第２７号議案 
令和３年度使用中学校教科用図書の採択に関する意見

聴取について 
〃 

日程第４ ― その他 〃 

  閉会の宣告 〃 
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会議の要点記録 

◎開会の宣告（午後３時００分） 

○戸張教育長 ただいまから令和２年第７回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

◎日程第１、会議録の承認について 

○戸張教育長 （議題の宣告） 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

 採決の結果、会議録を承認することについて異議はなく、前回会議録は承認することに

決定した。 

 

◎日程第２、「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受入可能人数

等の決定について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び報告を求める発言） 

○中村教育部長 第２６号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者

の受入れ可能人数等の決定について」ご説明いたします。本案は、令和３年度に就学を予

定している、小学校新１年生に係る調整選択及び、中学校新１年生に係る学校選択につい

て、保護者からの申請受付期間、各小中学校の受入れ可能人数について事務局案を提出す

るものでございます。なお、受入れ可能人数などの詳細につきましては、担当課長より説

明いたしますので、よろしくお願いします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 第２６号議案、通学区域の調整及び中学校の選択による学

校選択希望者の受入れ可能人数等の決定について、詳細をご説明いたします。本案につき

ましては、令和３年度小学校就学予定者の通学区域の調整及び中学校進学予定者の中学校

の選択に係る学校選択の申請受付について、吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規

則の規定により学校選択希望者の各小中学校における受入れ可能な人数と、申請書の提出

期限を定める必要があるため提案するものでございます。 

 受入れ可能な人数につきましては、各小中学校の普通教室の数など施設の状況と通学区

域内就学予定児童生徒数及び転入等の異動による児童生徒数を考慮の上、受入児童生徒数

を見込みました。 

 「１ 令和３年度学校選択受入可能人数見込み数（案）」をご覧ください。 小学校では、 

 三輪野江小学校、関小学校、中曽根小学校の３校につきましては、１学級増までの人数

といたしました。吉川小学校、旭小学校、北谷小学校、栄小学校の４校につきましては、 

１学級増とならない人数とし、美南小学校につきましては、昨年同様に、受け入れを行わ
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ないこととしました。つづきまして、中学校でございますが、東中学校、南中学校は１学

級増までの人数、中央中学校につきましては１学級増とならない人数といたしました。吉

川中学校の受入れにつきましては、中学校選択校の対象から外すものといたします。 

 また、申請書の提出期限につきましては、事務処理などに要する時間や入学通知書発送

時期などを考慮し、設定させていただきました。抽選の実施についてでございますが、小

学校の調整選択制度では、過去の実績から抽選に至ることはないと予想しておりますが、

保護者宛ての案内におきまして、９月２６日の土曜日を公開抽選の開催日として告知して

おります。 

中学校の学校選択制につきましては、保護者宛ての案内におきまして、１１月２２日の

日曜日を公開抽選の開催日として告知しております。どちらも会場は、市役所２階の会議

室を予定しております。以上、本案に関しますご説明をさせていただきました。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島教育長職務代理者 聞いた範囲では抽選したと聞いたことはありませんが、過去に

抽選したとういことはあるのですか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 ありません。 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

ご異議なしと認めます。したがって、第２５号議案は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第２、「令和３年度使用中学校教科用図書採択に関する意見聴取について」 

はじめに提案理由の説明を求めます。中村教育部長。 

○戸張教育長 （議題の宣告及び報告を求める発言） 

○中村教育部長 第２７号議案「令和３年度使用中学校教科用図書の採択に関する意見聴

取について」ご説明いたします。教科用図書の採択については、『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１３条第４項に「採択地区が２以上の市町村の区域を併

せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、

当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択につい

て協議を行うための協議会を設けなければならない。」と定められております。 

この規定に基づき、７月２７日に教科用図書採択協議会が開催され、令和３年度使用中学

校教科用図書が選定されます。本議案は、この協議会に吉川市教育委員会としての意見を

報告するため、提案するものでございます。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 
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○戸張教育長 では、これより、４年間使用する中学校の教科書の意見聴取を行いたいと

思います。資料にあります学校からの報告書も参考にご意見をいただければと思います。 

○戸張教育長 それでは、国語についてご意見をお願いします。 

〇荒井委員 その前に教科書全体について確認したいことがございます。今回、教科書を

研究していく中で、ＱＲコードがどの教科書にもついていることがわかりました。このよ

うなデジタルコンテンツはどのように学校で活用する予定なのか、その有効性等も教えて

いただけますか。 

〇事務局 お答えいたします。昨年度小学校の新しい教科書を決める際にほとんどの教科

書が ＱＲ コードが付いておりました。今後のスタンダードになっていくと思います。学

校での活用に関しては、まだ学校が再開して 1か月ということもあり、検証はできており

ません。今後指導訪問等で確認をいたしたいと思います。ＱＲコードにつきましては家庭

学習の一つのツールとしての活用も効果があるとも認識しております。家庭での課題学習

での活用の意味でもＱＲコードを活用した教科書は高く評価できるものであると認識して

おります。 

〇荒井委員 わかりました。それを踏まえて、私は光村図書を推薦いたします。ＱＲコー

ドでのコンテンツの充実と語彙の説明が教科書の中で数多くある点が理由です。やはり国

語は語彙力が大切です。それを満たしてくれる教科書だと思います。 

〇鈴木委員 私はＳＤＧｓに関する内容の深さという観点で、教育出版を推薦します。Ｓ

ＤＧｓは２０３０年までに達成すべく世界で取り組むべき目標です。未来の子供たちに深

く学んでもらいたいという観点が必要だと思います。 

○中島教育長職務代理者 光村図書を推薦いたします。理由としては題材がよくまとまっ

ている。学習しやすいと感じております。見比べがわかりやすいという理由で光村を選び

ました。 

〇小林委員 私も光村図書を推薦いたします。学校からの推薦も多いですので。 

〇戸張教育長 丁寧に見ていただき感謝いたします。 

一番大事なのは、子どもたちの学習への道筋が明確であること。学び方を学ばせる基礎的

な内容が大切であると考えます。荒井委員の、語彙力の大切さ、中島教育長職務代理者の

題材の充実という推薦理由も鑑み、総合的に判断すると光村図書が最適だと考えますがい

かがでしょうか。それでは、吉川市教育委員会として国語は光村図書を推薦いたします。 

〇戸張教育長 書写についてご意見を伺います。 

〇鈴木委員 私は、ＱＲコードでの書き方に対して丁寧な動画、先生からの指導と動画を

見て両方からの指導でゆっくり丁寧に作業ができるという点から光村図書を推薦します。 
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○中島教育長職務代理者 どの教科書がわかりやすいかという観点から、私も光村図書を

推薦します。何よりも内容が理解しやすい。それが理由です。 

〇荒井委員 私も光村図書です。毛筆と硬筆の関連が明確に提示されていました。学びが

深まると感じました。毛筆のお手本が大きいのがいい。大きさ等を自ら学べるという点が

いいですね。 

〇小林委員 私も皆さんと同じです。国語との連携と学校からの調査報告書での光村図書

の推薦が多かったという点が理由です。 

〇戸張教育長 私も同じ意見です。書写は光村図書でよろしいでしょうか。それでは、吉

川市教育委員会として書写は光村図書を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に地理についてご意見を伺います。 

〇中島教育長職務代理者 私は帝国書院を推薦します。資料の提示がわかりやすい。学ん

だことの振り返りできるし、しっかり定着がはかれると考えます。 

〇荒井委員 私も帝国書院です。地理的見方・考え方に言及していて、習得しやすいと感

じました。具体的にみると４社の中で略地図の書き方が非常にわかりやすかったという点

も推薦理由です。 

〇鈴木委員 私は東京書籍です。ＱＲコードで確認すると、画像の豊富さが突出しており

ました。また、ＩＣＴで中学校の単元と小学校の振り返りがリンクしている点も特徴です。

そして見やすい紙面作りだと思いました。 

〇小林委員 学校からの調査報告書でも２つの教科書会社に分かれており、難しいですね。

私もこの２社のどちらがよいか、判断が迷うところがあります。 

〇戸張教育長 様々な資料の豊富さでは私は帝国書院がいいと感じました。既習事項から

の中学校への発展的な展開が感じられました。前回採択からの継続という考えから帝国書

院を推薦したいと考えますがいかがですか。 

〇戸張教育長 次に地図になります。地図は２つの教科書がございますが、採択実績もあ

る帝国書院の地図帳を推薦したと考えておりますが教育委員の皆様、いかがでしょうか。 

〇中島教育長職務代理者 地域を掴みやすいと感じました。私も帝国書院がいいと思いま

す。 

〇戸張教育長 ありがとうございます。それでは、吉川市教育委員会として地図は帝国書

院を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に歴史についてご意見を伺います。歴史の教科書は多くの教科

書がございます。その中で特に推薦するものを教えていただければと思います。 

〇小林委員 その前に、教科書全体で事務局に確認したいことがあります。地域を知ると
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いう観点から埼玉県の歴史的事象に関しての記述で特徴的なところはありましたか。 

〇事務局 行田市の稲荷山古墳出土の鉄剣等についてはすべての教科書で資料がございま

した。今後紙幣の顔モデルとなる「渋沢栄一」については、東京書籍、教育出版、帝国書

院、山川出版社、日文、育鵬社で記述がございました。鎌倉時代の流鏑馬資料で有名な男

衾三郎絵詞に関しては東京書籍、教育出版、帝国書院、日文、育鵬社で資料がございまし

た。 

〇小林委員 ありがとうございます。 

〇荒井委員 教科書会社の数も多く、大変迷いました。迷った結果、私は東京書籍を推薦

します。教科書の流れが課題学習・問題解決学習にあっていると思いました。 

〇鈴木委員 私も東京書籍を推薦します。保護者としては、やはり自分の子供には教科書

を開く習慣をつけてほしいと願っています。そのために少しでもＱＲコードで楽しめるこ

とが大切だと考えます。東京書籍には、ＱＲコードでクイズがあったのです。これは保護

者も一緒にできる利点があります。 

〇中島教育長職務代理者 私は教育出版を推薦します。資料が具体的に書いてありました。

読み物で時代を学習していく、興味関心を抱いていくことが可能な教科書だと感じました。

各単元のページに年表が入っていてわかりやすいのもよかったです。 

〇小林委員 前回、地理では帝国書院を採択しているので歴史分野でも帝国書院はどうか

と思いましたが、中学校からの調査報告書を見ると、すべての学校から東京書籍が推薦さ

れているということを鑑みて東京書籍を推薦いたします。現場の先生方が使いやすいこと

が大切だと思いますので。 

〇戸張教育長 様々なご意見ありがとうございます。数多くの教科書があって悩んでしま

うところですが、教育委員さんのご意見を総合的に判断しますと東京書籍がよろしいかと

思います。小学校では東京書籍の教科書を使用しております。小学校との系統性という観

点からも東京書籍を推薦しますが、皆様よろしいですか。それでは、吉川市教育委員会と

して歴史は東京書籍を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に公民についてご意見を伺います。その前に事務局に伺います。

公民的分野では「対立と合意」「効率と公正」という現代社会をとらえる枠組みが重要なテ

ーマとなっていますが、具体的にどのように記述されていますか。 

〇事務局 お答えします。市長になって条例を作る事例のように市としての政策を考える

事例が、教育出版、東京書籍、日本文教出版にございました。また、マンションの騒音問

題を考える事例が帝国書院に、合唱コンクールや昼休みのグランド使用など学校での事例

が帝国書院、育鵬社にございました。 
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〇戸張教育長 ありがとうございます。どの教科書でもしっかり取り上げているというこ

とですね。 

〇鈴木委員 私は東京書籍を推薦します。ＱＲコードからの動画等が充実しておりました。

普段教科書を見ない生徒でも教科書を見てほしいという工夫が感じられました。 

〇中島教育長職務代理者 私は帝国書院を推薦します。資料がわかりやすいことと「課題

に沿って話し合ってみよう」というコラムがいいですね。まとめ方についても分かりやす

く記述されています。 

〇荒井委員 私は東京書籍を推薦します。個人と社会の関わりを考える。理解を深められ

る形式になっていますし、話し合いの題材も多かったです。その点で東京書籍が一番優れ

ていると感じました。 

〇小林委員 現場からの意見を鑑みますと、私も東京書籍を推薦します。 

〇戸張教育長 ご意見ありがとうございます。総合的に判断すると、東京書籍を推薦して

よろしいですか。私も東京書籍の教科書は新学習指導要領の改訂を明確に教科書に反映し

ていること、デザインがシンプルで見やすいと感じました。それでは、吉川市教育委員会

として公民は東京書籍を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に数学です。ご意見を伺いたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 私は啓林館を推薦します。課題に対して取り組みやすく、具体

的でわかりやすい記述であると感じました。 

〇荒井委員 私は東京書籍を推薦します。小学校の教科書は東京書籍なので、学び方の流

れが小学校からできている点、実生活での問題形式が多い点がいいですね。 

〇小林委員 私も小中学校が同じ教科書会社を使用するメリットがあると感じていますの

で東京書籍を推薦します。 

〇鈴木委員 私も東京書籍です。荒井先生が言っていたように実生活に直結する内容が充

実していました。ＱＲコードでリンクする動画等を見ましたが、図形を動かす動画があり、

興味関心が高まる内容でありました。 

〇戸張教育長 啓林館と東京書籍が推薦としてあがりましたが、学校からの意見等、総合

的に判断して東京書籍を推薦したと思います。ユニバーサルデザインに即し、余分なもの

を排除した教科書であり、鈴木委員がおっしゃっていた実生活で数学を活かす内容となっ

ております。数学では問題を活用する「作問力」が求められます。その作問力が身につく

工夫が東京書籍の教科書にありました。数学は東京書籍でよろしいでしょうか。それでは、

吉川市教育委員会として数学は東京書籍を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に理科です。ご意見を伺いたいと思います。 
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〇荒井委員 私は学校図書を推薦いたします。「自分の言葉でまとめること」が教科書でで

きる形となっています。板書だけでは生徒たちの理解が深まりません。 

そして流れがわかりやすいとも感じました。学校図書の教科書は目に優しい色使いをして

いるのも感じました。 

〇鈴木委員 私は東京書籍を推薦します。ＩＣＴ の面では、東京書籍には問題がついてい

ました。他の教科書は読みづらかったのが正直なところです。 

〇小林委員 みんないい教科書で迷いました。学校現場の意見を私は最優先したと考えて

いるのですが学校現場の意見はどのようなものがありましたか。 

〇事務局 中学校からは、学校図書は実験を行う上で実験説明がわかりやすい。東京書籍

は思考の流れがわかりやすいという意見をいただいております。 

〇中島教育長職務代理者 小林委員と同じでみんないい教科書だったので迷いました。そ

の中で学校図書を私は推薦します。図がわかりやすく、取り組みやすい。他の教科書に比

べて写真資料がわかりやすいと感じました。 

〇戸張教育長 どの教科書もすばらしく横並びの状態でした。昨年度に採択した小学校の

生活科の教科書は学校図書です。主な採択理由は「安全面に配慮した記述が多かった」と

いう点であり、中学校でも特にそのようなところは大切であり、学校図書は優れておりま

す。目への刺激の少なさは私も感じました。毎日使うものですので重要です。その点を考

慮いたしまして、理科は学校図書を推薦するということでよろしいですか。それでは、吉

川市教育委員会として理科は学校図書を推薦いたします。 

〇戸張教育長 次に音楽・器楽です。音楽と器楽の教科書は一緒に授業で使うものですの

で、同じ教科書会社のものを推薦したいと思います。ご意見を伺いたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 私は教育芸術社を推薦します。内容がわかりやすいし図もわか

りやすいと感じました。 

〇小林委員 私も教育芸術社を推薦します。和楽器の単元では特にわかりやすくまとめら

れており、伝統の日本音楽も理解できそうな作りだと感じました。 

〇荒井委員 伝統文化、生涯学習という観点からも教育芸術社の教科書を推薦します。 

〇鈴木委員 私も教育芸術社を推薦します。音楽を通じてのＳＤＧｓに取り組むことがで

きる教科書だと感じました。 

〇戸張教育長 皆さんの意見を鑑み、特別支援教育への配慮もなされている教育芸術社を

推薦するということでよろしいでしょうか。それでは、吉川市教育委員会として音楽・器

楽は教育芸術社を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは、次に美術です。ご意見を伺いたいと思います。 
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〇荒井委員 私は光村図書を推薦します。グローバル化の中で世界美術文化を大切にしな

がら日本の文化を大切にし、未来への文化に広げていく観点が感じられる教科書だなと感

じました。 

〇鈴木委員 私は開隆堂を推薦します。見やすさが第一です。ＱＲコードで作品者の別の

作品を見たり、美術館にリンクしたりできました。そのような点は評価できると思います。 

〇中島教育長職務代理者 私は光村図書を推薦します。学習課題について子どもたちが自

然にすっと入っていけるような構成に好感が持てます。 発想や構想力を育てる教科書だと

感じました。 

〇小林委員 私も迷いました。中学校の報告書も意見が割れています。事務局にお伺いし

ます。中学校はどのような推薦理由をあげていますか。 

〇事務局 開隆堂の教科書は制作の手助けになるような資料が充実していると推薦理由に

書いている学校が２つございます。光村図書は、使いやすさを理由に挙げている学校が２

つございます。 

〇小林委員 わかりました。それを踏まえると、私は開隆堂を推薦します。美術では教科

書で教えるということではなく、あくまで制作の参考資料という教科書の使い方が求めら

れると思います。そのような意味から考えると、生徒の作品制作の助けとなる教科書を推

薦したいと考えます。 

〇戸張教育長 意見が２つに割れております。私も迷いますが、教育委員のご意見を総合

に判断いたしまして、開隆堂を推薦したいと思います。いかがでしょうか。それでは、吉

川市教育委員会として美術は開隆堂を推薦いたします。 

〇戸張教育長 次に保健体育に移りたいと思います。ご意見を伺いたく思います。 

〇鈴木委員 学研を推薦します。内容的にはどの教科書も保健体育のコンテンツが充実し

ていて、小学校での内容も確認できる構成となっていました。 

〇中島教育長職務代理者 私も学研を推薦します。広い範囲を網羅しており、具体的でし

た。保険分野も、体育分野もわかりやすい内容でした。 

〇荒井委員 私も学研を推薦します。具体的な内容として応急手当がわかりやすく、チェ

ック表もついていて、学びの視点が明示されていました。課題解決型の学び方になってい

ますので使いやすいなと感じました。 

〇戸張教育長 私も実践力を育てる内容になっている学研がいいと感じました。全員一致

しておりますので学研を推薦してよろしいでしょうか。それでは、吉川市教育委員会とし

て保健体育は学研を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に技術です。ご意見を伺いたいと思います。 
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〇小林委員 開隆堂を推薦します。教科書に安全マークを用い注意点を喚起している点が

優れていました。 

〇鈴木委員 開隆堂を推薦します。何よりも安全教育への配慮が感じられました。ＩＣＴ

という面では東京書籍が見やすかったのですが、私も小林委員同様、学校で使う安全面と

いう点を重視してこの教科書を推薦します。 

〇中島教育長職務代理者 私も開隆堂です。課題解決学習という観点で３社を比較すると

一番優れているのは開隆堂だと感じました。 

〇荒井委員 学校からも開隆堂の意見が多かったですので、開隆堂を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは、開隆堂を推薦する声が多いですので、技術は開隆堂を推薦して

よろしいでしょうか。それでは、吉川市教育委員会として技術は開隆堂を推薦いたします。 

〇戸張教育長 それでは次に家庭科です。ご意見を伺いたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 私は開隆堂を推薦します。取り組みやすい課題、身近なものが

教材として使われている点が推薦理由です。 

〇荒井委員 私も開隆堂を推薦します。思考判断にともなう力が自然に身につく流れが感

じられました。 

〇鈴木委員 私は東京書籍を推薦します。ＱＲコードのＤマーク見やすい。ＳＤＧｓも取

り扱っている点も評価できます。 

〇小林委員 私は東京書籍を推薦します。学校が使いやすいと感じている点から判断しま

した。 

〇戸張教育長 家庭科も迷うこところですが、学校が使いやすいのであれば、東京書籍だ

と考えますが、みなさんいかがでしょうか。 

〇中島教育長職務代理者 学校が使いたいという意見が多いのであれば、東京書籍でよろ

しいかと思います。 

〇戸張教育長 それでは、東京書籍を推薦する声が多いですので、家庭科は東京書籍を推

薦してよろしいでしょうか。それでは、吉川市教育委員会として家庭科は東京書籍を推薦

いたします。 

〇戸張教育長 それでは、次に英語です。ご意見を伺いたいと思います。 

〇荒井委員 私は啓林館を推薦します。英文の中で取り扱っている人物が興味深いと感じ

ました。ステーブン・ジョブズ、杉原千畝などが掲載されておりました。英語から国語的

な要素を吸収するといった教科横断的な学習ができる教科書だと思いました。 

〇鈴木委員 私は東京書籍を推薦します。教科書が見やすく、日常で出会うであろう場面

設定での英文が多くありました。取り組みやすい教科書だなと感じました。 
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〇中島教育長職務代理者 「私は開隆堂を推薦します。カットと文章がわかりやすく、他

の教科書と比べて人と人との会話が重視されていると感じました。」 

〇戸張教育長 さまざまなご意見をいただいておりますが、私も迷うところですね。事務

局にお伺いします。学力・学習状況調査等での吉川市の英語の状況はどのようになってい

ますか。 

〇事務局 本市の場合は、全国学力学習調査での英語の平均点は全国平均を下回っており、

「話すこと」についての解答率に課題がありました。今後の授業改善が必要です。特に英

語の読み取り等へのアレルギーが感じられると中学校の先生方からお話をいただいており

ます。 

〇戸張教育長 私も東京書籍か開隆堂の教科書がいいと感じております。この２つの教科

書を比較して大きな違いのようなものはありますか。 

〇事務局 大きく言いますと、開隆堂の教科書は、文法の説明が、約１ページを使って詳

しく説明しております。例えば、to不定詞などの文法について、東京書籍は数行ですが、

開隆堂は１ページを使ってわかりやすく説明しております。 

３年生の長文を見ると、東京書籍は文章の英文字が小さく、数ページにわたっております。

受験を意識した難易度が高い教科書だと思われます。 

〇小林委員 開隆堂は他の採択地区でも半数で採択されている実績があるようです。その

ような点でも開隆堂の方が本市にはあっていると考えます。 

〇戸張教育長 皆さんのご意見も踏まえ、迷うところですが、本誌の現在の学力の状況を

鑑み、英語アレルギーをなくすためにも、最善の教科書として開隆堂を推薦すべきだと思

います。いかがでしょうか。それでは、吉川市教育委員会として英語は開隆堂を推薦した

いと思います。 

〇戸張教育長 道徳に移ります。ご意見を伺いたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 私は学研を推薦します。 身近な題材であり、題材選びもが適

切であり、学習しやすいと感じました」。 

〇荒井委員 私も学研を推薦します。取り上げられている題材が興味深いと感じました。

何点か比べてみましたが、どの教科書も胸が熱くなる内容でした。その中でも学研が一番

いいと感じました。 

〇鈴木委員 私も学研を推薦します。メモ欄や学びの記録など生徒が書き込むページがあ

り、考える教材としては非常に良い教科書なのかなと感じました。 

〇小林委員 私も学研を推薦します。小学校から９年間学研の教科書で道徳を学習するこ

とができるという点が小中連携という観点からも評価できます。 
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〇戸張教育長 ご意見ありがとうございます。私も学研の教科書は「考える道徳」であり、

心の成長が記録されていく道徳の教科書として非常によいと感じます。荒井先生がおっし

ゃるように、興味深い題材、魂を揺さぶる題材という点からも学研を推薦することが適切

だと私も思います。学研を推薦するということでよろしいでしょうか。それでは、吉川市

教育委員会として道徳は学研を推薦したいと思います。 

〇戸張教育長 以上で、令和３年度使用中学校教科用図書採択に関する意見聴取を終わり

ます。 

ただいま、委員の皆様から頂戴いたしましたご意見を踏まえまして、第２５採択地区教科

用図書採択協議会に出席することになりますので、ご了承願います。 

また、採択協議会での協議結果につきましては、８月に予定しております臨時教育委員会

で議案として提案し、承認を求めることになりますのでよろしくお願いいたします。なお、

採択協議会は吉川市、三郷市、八潮市の３市の代表者による協議会ですので、協議結果に

つきましては吉川市の意見と異なる場合もございます。予めご承知おきください。 

 

◎日程第７、その他 

○戸張教育長（事務局からその他報告等がないかの発言） 

○中村教育部長 事務局より５点ご報告いたします。まずは新型コロナウイルス対策につ

いて各担当よりご説明いたします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 新型コロナウイルスに伴い臨時休業が行われました。臨時

休業に伴いまして夏休みの日数を短くします。７月２２日より始まりまして８月１６日ま

でとなります。１０日ほど短くなります。２学期も土曜授業など行い授業日数を確保して

まいります。今後の第２波３波に伴う臨時休業に備え、臨時休業対策会議という形で準備

を進めています。 

〇石田教育総務課長 資料に基づき説明いたします。現在、教育総務課で進めております

のはオンラインを活用した授業の実現のための環境整備でございます。現在、１人１台の

タブレット端末整備、それを稼働させる為の各学校におけるＬＡＮ整備、学校の休校に備

えて遠隔授業を行うためのマイク、カメラの整備を準備しております。ＩＣＴ支援員の配

置も進めており、支援員による先生方への研修の充実についても併せて進めて参ります。

感染症対策として和式トイレの改修。旭小、栄小につきましては６月補正予算にて設計委

託料が採択されておりますので、設計に向けて準備を進めております。 

○中村教育部長 保護者あてに教育委員会の事業をまとめたものを配布しております。国

からの交付金によりさまざまな事業をしております。夏休み期間が短くなった分暑い中通
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学しなければならないため、旭小学校、三輪野江小学校にバスを走らせる計画をしている

ところです。学校から２ｋｍ以上の児童が対象となりますが、現在調整をしているところ

です。次に令和２年度７月補正予算につきまして担当より説明させていただきます。 

〇石田教育総務課長 はじめに、「令和２年度７月補正予算について」ご報告いたします。

前回の吉川市教育委員会におきまして報告させていただきましたとおり、現在も７月末の

臨時議会に向けて上程準備中のため、本日は補正予算書を提出することができませんので、

詳細につきましては確定次第、改めて報告させていただきます。７月の臨時議会おいて上

程を予定しております今回の補整予算につきましては、国の「令和２年度補正予算（第２

号）」に基づき予算措置が必要な事業、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業に要する

ものについて補正予算の編成を進めております。それでは前回の吉川市教育委員会におき

まして配付しました２枚綴りの国資料と、市教育委員会が作成した「学校の緊急対策をご

紹介します！」をご覧ください。 

国資料の１枚目は「GIGAスクール構想の加速による学びの保障」についてでございます。

目的は資料にありますとおりでございます。市では「児童生徒の端末整備支援」の中の「１

人１台端末」の早期実現につきましては、今年度中に全児童生徒分のタブレット型端末の

整備に要します予算の他、「緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備」の中の「家

庭学習のための通信機器整備支援」に基づき、Wi-Fi環境が整っていない家庭へのモバイ

ルルーターの整備に要する予算を、「家庭からの遠隔学習機能の強化」に基づき、臨時休業

等の緊急時に学校と児童生徒がやりとりを円滑に行うため、学校側が使用するカメラやマ

イクなどの通信装置等の整備に要する予算について７月１７日に財政課から内示が出てお

ります。 

 次に２枚目をご覧ください。「学校再開に伴う感染症対策・学校保障等に係る支援経費」

についてでございます。目的はこちらも概要にありますとおりでございます。過日、「学校

における感染症対策等への支援」、「子供たちの学習保障の取組への支援」それぞれの支援

メニューに基づき各小中学から要望書を提出いただき、教育総務課で精査のうえ、予算要

求を行ったところ、こちらにつきましても財政課から内示が出ております。主なものとし

ましては、感染症対策の消毒液等をはじめ、学習保障として２波、３波に備え、今後使用

する各種問題集や、空き教室を積極的に活用するため、移動用パソコン、プロジェクタと

等に要します予算の内示をいただいております。今後におきましては、予算成立後、速や

かに消耗品、物品の購入等を進めてまいります。いずれしましても、現在、補正予算編成

中のため、本日は補正予算書を提出することができませんので、詳細につきましては確定

次第、改めて報告させていただきます。 
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続きまして、「令和２年度９月補正予算について」ご報告いたします。９月補正予算に

つきましては、市の予算編成方針に基づき学校運営に当たり、緊急かつやむを得ない施設

修繕や管理用備品等について精査のうえ要求をしているところでございます。こちらにつ

きましても、現在、補正予算編成中のため、本日は補正予算書を提出することができませ

んので、詳細につきましては確定次第、改めて報告させていただきます。報告は以上でご

ざいます。 

○馬場副部長兼学校教育課長 学習支援員の配置や事務支援員の充実でございます。子供

たちの学びの保証をサポートするということで、学習支援員の配置について進めておりま

す。現在のところ各校２名配置を目安にしております。次に事務支援員の勤務時間延長で

す。このスクールサポートスタッフですが、年度当初より配置されておりますが、短い時

間で勤務している方もおりますので、事務支援員の勤務時間を延長するかたちで各校にお

ける教職員のサポートをできるように進めて参ります。学習についてのサポートや消毒作

業などについてもしていただきます。夏季休業中の授業や土曜授業などにより勤務時間が

増えた分についても特別支援員、少人数の指導教員などを確実に配置できるように予算化

しております。部長より話のありました旭小、三輪野江小につきましては、８月１７日か

ら８月２６日の期間に限ってバスの運行を予定しております。 

○中村教育部長 資料をご覧ください。土曜日授業に給食を提供しますとありますが、普

段は学校給食会というところで白米を納品頂きますが、土曜日は納品できないということ

で他の事業者よりおにぎりを調達しまして、現在２回行なっておりますが大変好評でした。

新聞等にも掲載されておりますのでご報告いたします。 

 次に成人式、文化祭について本日は生涯学習課長がおりませんので私がご報告いたしま

す。令和３年の成人式について総合体育館にて学校別に実施する事としました。中止とい

う話も出ましたが、せっかくですので、できるだけ実施するという話も出ました。密を避

けるという事で、午前１０時より南中学校区、午後１２時３０分より東中学校区、午後３

時より中央中学校区ということで学校別に分けて広い総合体育館で間隔をあけて行い実施

してまいります。申し訳ございませんが、密を避けるということで来賓は呼ばない形で実

施いたします。本来は教育委員の皆様に出席しているいただくところではありますが、市

長、教育長もメッセージビデオを流すかたちを取りながら当事者だけのものにしようと考

えております。文化祭についてですが、様々なご意見を頂いたなかで今年度は中止という

ことで決定しました。簡単にでもやりたいという意見もありましたが、お祭りですので盛

大にできないのであれば意味がないという意見がありました。そういうことで文化祭は中

止となりましたのでご報告いたします。 
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 次に次回の教育委員会の開催でございますが８月７日金曜日午後３時から市役所２０２

会議室にて開催予定となっております。先の話になりますが、総合教育会議についてです

が、１０月５日月曜日午後１時から美南公民館洋会議室１・２にて「今後のＩＣＴ教育に

ついて」を行いたいと思います。来年度の予算獲得に向けての話にもなります。吉川中学

校、美南小学校のＩＣＴの現場を見てもらい話しをしていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

〇小林委員 事務局の皆さんよりご報告がございましたが、こういう時期ですので緊急的

臨時的の対応で大変ご苦労されていると思います。引き続きよろしくお願いいたします。

ＩＣＴの取り組みについては他市に先んじてやった事が思いがけず早く効果が出て、引き

続きできる限り予算を獲得して対応していただきたいと思います。１点ですが、コロナ禍

において遠隔の情報発信や動画配信をやりました。結果ですが、オンラインでやった時に

状況として見えたものは、主に発信する側、学校側になりますが、ハード面の中に照明が

有るのと無いのとでは子供たちが受ける印象が全く違ってしまう。これから予算化という

事ならば照明も安価なものが出ていますので考慮していただき、子供たちにとって見やす

いものになると。もう１点はＰＣやタブレット端末内臓のカメラだと正面からしか撮影で

きないので、もう一台あると側面からの撮影ができるので、子供たちが正面からのみ先生

が話している映像を見ていると落ち着かない。カメラが２台あると正面と側面から撮影で

きるので子供たちの集中も保てることがわかっています。マイクについても内蔵のもので

なく、発信者の声をしっかり拾って相手に伝えるという点ではより伝わりやすいと。ここ

数か月間やってみての事です。予算がまだ間に合うのであれば考慮していただければより

良いものになると思います。 

○中村教育部長 マイクなどの予算はこれからですが、この間オンライン会議を行った時

に、直接ＰＣ内蔵のマイクで話している人と、マイクを使った人では全く違って聞きやす

かったです。是非マイクの予算も獲得したいと思います。 

〇小林委員 先生が１人の時はよいのですが２人になるとステレオマイクを使用するのが

良いと。独立したステレオマイクを使うと周りの音をすべて拾ってくれる。しかし、雑音

も拾ってしまうので。静かな環境なら、２人の先生や、子供たち１０人の声も拾ってくれ

るので。必ず必要とは言わないが、１つあると状況に応じて使い分けることができます。 

 

◎閉会の宣告（午後４時３０分） 
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○戸張教育長 以上で本日の議事日程は、すべて終了しました。これで、令和２年第７回

吉川市教育委員会会議を閉会といたします。閉会にあたりまして、中島教育長職務代理者

よりごあいさつをお願いします。 

○中島教育長職務代理者 長時間にわたりお疲れ様でした。馬場副部長よりありましたが、

２２日より夏休みが始まります。この時期ですと子供たちが明るく元気な声が聞こえてき

ていよいよ夏休みが始まる。近所の小中学生を見ていますと若干静かだなと感じます。コ

ロナに対して緊張しているのかなという感じがします。子供たちも気を配っているのでは

ないかと思います。子供たちはひと夏過ぎますと大変成長した姿が見えます。今年もこの

夏休みを通して子供たちが一段階、二段階成長して２学期を迎えられたらと感じます。夏

休み中事故の無いように、また十分コロナに気を付けて子供たちが過ごしてくれたらと感

じます。本日もお疲れ様でした。 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和２年第７回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

第２６号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

入可能人数等の決定について 
可 決 

第２７号議案 
令和３年度使用中学校教科用図書の採択に関する意見聴取に

ついて 
可 決 

 


