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令和２年第19回教育委員会会議（臨時会）録 

 

１ 日時 

  令和２年８月19日（水）13時15分 

 

２ 場所 

  教育委員会会議室 

 

３ 出席者 

  教育長：星子明夫 

委 員：町孝，菊池裕次，原志津子，武部愛子，西村早苗 

  事務局：深堀理事 

福田総務部長,西村教育環境部長，竹中教育支援部長,木下指導部長,梶原

教育センター所長 

吉谷総務課長，吉安通学区域課長，真鍋課長（通学区域調整担当），齊

藤学校指導課長，諏訪原発達教育センター所長，大洲研修・研究課長 

瀬村学校指導課学校指導第２係長 

  

４ 会議事項 

 ⑴ 付議事項 

   付議案第50号 教科用図書について 

【継続審議】 〔小学校，中学校，小・中学校特別支援学級及び特別支援学校

小・中学部〕 

付議案第51号 教科用図書について〔高等学校及び特別支援学校高等部〕 

【継続審議】 

付議案第52号 教科用図書について 

〔小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部〕 

   【継続審議】 

付議案第53号 教科用図書について〔特別支援学校高等部〕 

【継続審議】 

付議案第67号 議会の議決を経るべき議案に関することについて 

          〔令和元年度福岡市一般会計決算（教育委員会所管分）〕 

付議案第68号 附属機関委員の人事について 

       〔福岡市立学校通学区域審議会委員の委嘱〕 

 

 ⑵ 協議・報告事項 

なし 
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５ 開会 

  教育長開会を宣告 13時15分 

  付議案第52号及び第53号は一般に市販されている図書について，特別支援教育の

観点から使用の可否を決定するものであり，情報公開条例に基づき，その過程を公

にすることで事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため，

付議案第67号は議会の議決を経るべき議案に関する案件のため，付議案第68号は人

事に関する案件のため，議決により非公開とされた。 

 

６ 付議事項 

▼ 付議案第50号 教科用図書について 

〔小学校，中学校，小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・

中学部〕 

 《継続審議》 

 【読解力について】 

  齊藤課長より説明 

 〔質疑等〕 

（菊池委員） 

 ○ 前回の会議の中で，PISA調査において，日本の児童生徒の読解力が低下してい

るという報告があり，その話をしたところだが，OECDの平均に対して日本の児童

生徒の点数が低いところが２か所あって，１つは，ブログのような，普段見てい

ないような文章の中から事実を読み取る力が低かったという問題と，もう１つは，

これは事実なのか意見なのかといった判断力が低下しているのではないかという

結果が出ている。国際的な順位も出ているが，その報告書によると，かつては日

本より得点が下だったアメリカ合衆国のほうが，今回，日本のよりも順位が上だ

ということが明らかになっている。新しい参加国もあり，大きな国の場合は特定

の地域だけの生徒になっているため当然点数が高いと思われ，順位はそれほど気

にならないものの，多民族国家であって言語の習得が難しいアメリカ合衆国の方

が，学習指導要領に基づいて全国一斉に，教育水準も高い状態で教育が行われて

いる日本よりも得点が上だということは，一体どういうことなのか，強い危機意

識を感じている。そういった点で今回４社の教科書を比較してきた。 

 

（町委員） 

 ○ PISA調査は，日本は1987年生まれ頃から2002年頃までの生まれの世代，ゆとり

教育世代のあと順位が大きく落ちている。データをみると，ゆとり教育世代の後，

データ的にかなり上位に来ている。数学的リテラシーと科学的リテラシーは今で

もベスト５にある。ただし，菊池委員がおっしゃったように，読み取る力が非常
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に劣っているし，点数も年々下がっており，国語として非常に問題ではないか思

う。ただし，読み取る力がこれほど落ちているにもかかわらず数学や科学の成績

が良いというのは，他の国は逆に何をしているのかとも思っている。 

 

（武部委員） 

 ○ 事実かそうではないかということを考えると，日常の会話の中で事実でないこ

とが多い。「こうらしいよ」と聞いたことが，「そうなんだって」になり，事実

のようにして物事が進んでいくことが多い。文章で読むときにはそこは考えを働

かせて，ある意味疑問を感じながら読む必要がある。実は人間のそれが劣ってい

るわけではなく，年長頃になると「じゃんけんでだれが最初にするか決めようよ」

と誰かが言うと，「だれが決めたと？」と言う子がいる。まるで決まっているこ

とのように言っても「なんで？」と言うような，そういう感覚を持っているはず

だが，それがだんだんと薄れていき，そのまま素直に読んであまり疑問を感じな

いような状態になりつつあるということを感じることがある。それを感じられる

ような余地のある，正解があるという感覚ではない教科書の作り方や教え方とい

うのが必要で，自由に思考できる，練習ができるとよいと，国語に関しては特に

思っている。 

 

（原委員） 

 ○ 教科書を取り掛かりにして読書活動ができる，そういったところに力を入れて

紹介されている教科書がよいと思っている。思考力というか，PISA調査にも影響

するのは，基本的にそういった力が元になっていると思うので，そういう活動の

場面，蔵書が紹介されているもの，興味を引くような教科書を選びたいと思って

いる。 

 

（西村委員） 

 ○ 読解力と日本の児童生徒，大人もそうだが，人の話を聴くことができる者，上

手に聴く者が少なくなってきていると思う。人が話すときにきちんと理解をしよ

うとして話を聴く力をつけるためにも，読書活動をもっと進めていきたいと思う

が，やはり小さい頃からの読み聞かせというのは大切だと思う。アメリカ合衆国

の児童生徒の読解力が伸びているというのもその影響があると思う。そこに力が

行くような教科書を選びたいと思う。 

 

（菊池委員） 

 ○ 読解力の話で，大きな２つのテーマがあったと思うが，この場は，結局教科書

会社の比較検討をしなくてはいけない，結論を出さないといけない場である。そ

ういう観点で私が見た感じだが，調査研究委員会からの答申で上位に挙がってい
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た２社は，確かに甲乙つけがたい内容だったと思う。後の２社もそれぞれに良い

ところがたくさんあるので，なかなか判断が難しいと思っている。その中で，国

語の新しい観点として，情報の取扱いについての課題が学習指導要領で明記され

ており，そのことについてどのくらい分量を書いて，教材がどのくらい充実して

いるかといったことについて，資料をいただいたが，その点についてはかなり差

があった気がしている。もう１点は，中学３年生の教科書について，批判的に読

むという項目が入ってきており，各社工夫されているが，批判的に読むというと

ころの意味合いが，日本の場合はどうしても批判というと相手をやっつける，け

なすといった意味にとられるが，そうではなく，何が正しくて何が間違っている

かといったことを客観的に判断し，そこで価値を選択できるというものである。

そもそも批判的に読むとはどういうことなのかということをある１社は教材とし

て展開してあり，誤解を解くようなものになっていた。また，教科書の１番最初

の各社の目次で，この１年間で何を学ぶのか，知識技能ではこういうことを学ぶ

といったものがある。非常によくできていると思うが，それを見ると，３年生の

この教材では批判的に読むということを重視しますとなっている。批判的に読む

ことによって読解力を身につけていくという，教材の数的に言うと，結構差があ

ったように見えた。比較的，日本の人たちは私を含めて，なんとなく場の空気を

読むというか，それから聖徳太子以来「和をもって貴しとなす」という，仲良く，

「まあいいやんか」という感じでいこうとするような風潮があって，なかなか自

分の言いたいことがうまく言えない，言い出したら感情的になってしまうといっ

た要素がある。私は大学で教えているが，学生が常々言っているのは，どうして

日本人は同調性が強いのか，つまり，学生仲間でも，なかなか違ったことは言い

にくいという風潮があって，同調性というものがプレッシャーになっているよう

である。やはり小中学生のころから，きちんと自分の言いたいことは伝え，議論

する，合意形成を図る，そういう訓練を積み重ねていくことが，読解力の向上に

もつながるのではないかなと思っている。そういう観点でいくと，各教科書会社

ではなかなか差があったと思った。 

 

（星子教育長） 

 ○ 読解力というのは非常に大切なものだと思っている。特に読む力はそのあとの

流れを読む，空気を読むということにつながる，理解力，そしてそのあとの想像

力につながってくるものだと思っている。その点については教材というよりもむ

しろ教員の指導によって，想像力，展開力ということを教えられる教材が良いと

思っている。そういった部分で読解力がどのような形で表現されているかという

ことを，教科書を選ぶ基準にしたいと思っている。 

 

 【国際理解について】 
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  齊藤課長より説明 

 〔質疑等〕 

（菊池委員） 

 ○ 前回も述べたが，地理の教科書について，ここ10年ほど，いろいろ変遷はあっ

ているが，記述がワンパターンなところがあって，最初に自然があって人口があ

って農業工業そして貿易と，静かに語っているような，いわゆる静態，静態地誌

になっている。そういうものであったが，平成20年の学習指導要領から，今回の

学習指導要領もそうだが，動態的地誌ということで，ある切り口でその地域を見

ていくという観点を１つプラスしている。そういった意味で，日本の場合は，地

政学的な視点でいうと，東アジアという地域にいるわけで，そういった地理的な

環境が，その国の文化や政治に大きな影響を与えていると思うが，今，世界中で

いろいろなことが大きく変わっている。アジア，アフリカといったいろいろなと

ころが発展したりヨーロッパではEUの問題があったりなど。民族主義といったも

のが強くなったなど，非常に動いているわけだが，その動きについて，地政的な

内容に関して説明がしっかりしていないといけないと思っている。教科書を採択

すると４年間使うことになる。４年たったら情勢が変わっているかもしれないが，

政治的な問題でこうするああするということではなくて，本当にその国がどうい

う，地理的な内容で，どうなっているのかということを，客観的に生徒には知ら

せる必要があるという観点で，４社を比較検討してもらったが，それについて説

明を求める。 

  

（瀬村係長） 

 ○ 東アジアについて比較検討評価した。特に東アジアでも，日本とつながりの深

い韓国，中国といった記載がどの程度あるかということで比較をした。まず東京

書籍については，アジア州の学習という中で韓国中国ともに扱っているが，韓国

については約９行程度で，中国に関しては見開きの２ページ程度という形で紹介

している。内容については，韓国の主な工業等について，中国では，工業の進展

とともに，沿岸部の都市あるいは内陸部の農村との格差の問題，人口の増加，都

市の問題が出されている。教育出版については，韓国に関しては，アジア州の学

習において，見開きの２ページにわたり紹介されている。主には韓国の工業や都

市の問題が中心になっている。朝鮮半島の情勢等についての話も載っている。中

国に関しは見開きの４ページにわたり，中国の中身がある。人口・民族の問題，

農業の分布，それから工業化の進展による経済発展と都市の問題が中心になって

いる。帝国書院については，アジア州の学習において，見開きの２ページにわた

り韓国が紹介されている。こちらも工業化の進展，それからソウルの都市問題，

朝鮮半島情勢等が記載されている。中国に関しても見開きの２ページにわたり，

人口の問題，工業化の進展による経済発展の様子，それから環境問題等も取り上



 - 6 - 

げられている。最後に日本文教出版だが，アジア州の学習において，中国と韓国

と合わせて見開きの２ページという形で紹介されている。韓国に関しては主に工

業について，中国については主に工業化の進展による経済発展の様子，それから

環境問題等が紹介されている。 

 

（菊池委員） 

 ○ 今説明があったように，中国については見開き２ページ。それから１社は見開

きで４ページ使っており，詳しく取り扱っている。中国が世界の工場と言われて

いるのに加えて，世界の市場であると，そこまで踏み込んだ説明がしてある。一

方韓国に関してはずいぶん差があると思った。ほとんど概略を書いてある会社も

あれば，見開き２ページ使っている会社もある。韓国は日本と非常に近い，隣の

国であり，今まで福岡市も随分国際交流してきており，仲良くしていく，若い人

たちが新しい動きを作ってほしいと思う。そのあたりで生徒に新しい認識を，国

際理解の観点から持ってもらいたいと思っている。特に，ある会社の記述だが，

今，ソウルに人口が集中しているわけだが，若者の中には，物価が上がっている

ため，マンションやアパートを購入することができないものがおり，非常に苦し

いようである。そういったことについても触れてあった。この前映画でもあった

が，地下で暮らしているという，決して大げさな話ではないということが読み取

れるような記述もあった。簡単に言うとなぜこれほど差があるのかと思った。そ

のあたり，町委員は，韓国については詳しいと思うので，なにかあればお願いし

たい。 

 

（町委員） 

 ○ 福岡と韓国との距離は200キロメートルほどで，広島や長崎と同じくらいで非常

に近い。2000年の前までは，日本が世界のGDPの17～18％，アメリカ合衆国が４割

ほどで，この２つの国で世界の富の半分ほどを持っていたことになるが，今では

それが６％ほどで，未来の日本の立ち位置は決して明るいものではないが，そこ

を打ち破っていくのは教育しかなく，意見を言って一緒にやっていくというよう

な能力をつけさせていかなければならないと思う。韓国は隣の国であるし，仲良

くするに越したことはないが，なかなか難しいところは，現実に向こうに行って

学生たちと話してみると，個人では決して反日ということを感じたことはないが，

集団になるとそういった感じになってしまう。残念なことだが。それが世界の中

に置かれた日本の立ち位置だと思って現実は受け止めながら付き合っていくしか

ないという感じがしている。 

 

（菊池委員） 

 ○ インバウンドがあって，日本や，福岡，九州に訪れる外国の人たちの数。福岡
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市から見たら非常に大事な数字だと思う。 

 

（町委員） 

 ○ そこは補足させていただくと，全国的に言うと，中国，台湾，韓国が３分の１

ずつで，残り２割ほどがその他の国であるが，九州の場合は，韓国が，今はクル

ーズが来出して構造が変わったが，クルーズの来る前だと65％が韓国であった。

クルーズが入ってきてから，クルーズはほぼ90数％が中国だが，韓国と中国で大

体４割と３割ほど，残りが他の国である。つまり，圧倒的に私たち九州，特に福

岡という地域は，インバウンドという意味でいうと，中国や韓国を意識しないと

いけない。 

 

（菊池委員） 

 ○ 東アジアの記述についてはいま議論したとおりだが，これで教科書会社が決ま

るわけではない。調査研究委員会からの答申を，吟味した上で，トータルで評価

していくことが大事と思っている。 

 

（西村委員) 

 ○ 国際理解ということで，東アジアの国のことを知ることももちろん大切だと思

うが，生徒らが大人になっていく上で，自分の国をまず知ることも大切なことだ

と思う。自分の国のことを説明ができる，理解しているということが最初で，そ

のあとに外国のことを理解できるようになると思っている。 

 

（武部委員） 

 ○ 社会について，地理，歴史，公民の教科書は読み物として非常に面白い。私た

ちが学生の頃に教科書，地図帳を見ていたときよりも，今の教科書はいろいろな

ものがそこから読めるようになっている。１つの国を見ているのではなく，そこ

からいろいろな話が出てきて，どんどんつながっていく。どこともつながりがな

い国はなく，その中に日本もあって，全体的につながっているという，そういう

視点で地図帳を見ると面白い。歴史もだが，歴史的な背景も地図帳を見るとわか

ってくる。そういったところもあるので，地球全体として，それぞれの国とのつ

ながりという意味も含めて見られるものを選んでいきたいと思う。 

 

（原委員） 

 ○ 地図帳を見ていて，日本を中心にして地図を見るということはあるが，中には

他の国を中心にして，日本をその国の方から見るという視点もあり面白いと思っ

た。東アジアについて，確かに地政学的に，日本というのは，東アジアを必ず意

識しなくてはいけないというところがあって，相互に理解を高めていくことは大
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事なことだと思う。各教科書の，東アジアの記載の内容を見ていて，基本的には

経済発展や，工業化の記事は見られたが，環境問題の点についても，特に大気汚

染の問題などについて，福岡にいる以上，かなり影響を受けるところがあるので，

そういった記述について関心がある。 

 

（星子教育長） 

 ○ 国際理解については，何よりもやはり遠近な観点が必要だと思っている。遠近

な観点を踏まえる良い点は，自分の立ち位置がどこにあるのかということをはっ

きりしなくてはいけないということにつながることだと思っている。そういう意

味では教科書として，教員が自分の立ち位置がはっきりできるような，教材，教

科書がいいという視点から選んでいきたい。 

 

【持続可能な社会の実現，防災教育等について】 

 齊藤課長より説明 

〔質疑等〕 

（町委員） 

 ○ SDGsについて力を入れていくことが，今後の日本にとっていかに大事かという

ことに主眼を置いて教科書を読ませていただいた。私は企業人なので，企業の立

場からも話をさせていただく。もちろんSDGsは環境重視という施策で，17のゴー

ルと169のターゲットがあるが，これを全部達成しようとすると，年間で500～700

兆円ほどかかると言われている。日本の国家予算の５～７倍の費用が毎年かかる

ということで，だれが負担するのか，どういうことをやっていくのかという中で，

今，日本の企業は割とかじを切り出していて，今まではこういったことをするの

はコスト，原価だと思っていたが，最近は，これは投資だと，先の見通し，投資

に変えようということになっている。 

それから，実は日本は，昔から近江商人が言っていた「三方良し」というもの

があって，この精神がまさにSDGsの考え方になる。日本はもともとやっていたわ

けだが，諸外国に比べて遠慮するというか，日本はこういったことをやっていま

すというPRが下手。そういうことを，力を入れてやっていくということを教員の

方にも，生徒の皆さんに教えていただきたい。日本が国際的にも認められる大き

なこと，財産になってくると思う。日本の力を発揮できる，そういうことに一番

近い教科書を選びたいと思っている。 

 

（菊池委員） 

 ○ SDGsのゴールは2030年だが，全部が全部実現するというのは難しいと思う。最

近は天気がおかしく焼けつくような暑さになっているが，これ以上温度が上がる

と，本当に地球が危ない状況になるということで，2030年までに上がる温度をこ
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こまで抑えよう，抑えられなかったら危ない状態になるという警告がある。特に

環境問題，次の防災教育にもつながるが，線状降水帯によって大雨が一気に降る

と，福岡市の今のハザードマップでは対応できないぐらいの被害が出るかもしれ

ない。熊本の球磨川の洪水にしても，本当に地球がおかしくなってきているとい

うことで，なんとかしなければという気持ちは強く持っている。これはみんな同

じような気持ちだと思う。しかし，どうすればよいかわからない，そういった現

状がある気がする。 

 

（武部委員） 

 ○ 保健体育について，今は変化をしている時代で，コロナの関係など，予定して

いることと違うことが次々と起こっており，災害にしてもいろいろな状況にある。

そのような中で教科書を見たが，きちんとそういうことに関するストレス耐性と

いったことが書いてあった。もともとの健康度というか，そういう精神的な強さ

のようなもの，避けられないことがこれからたくさん出てくるのに対して，何を

準備できるかという，精神保健，健康さというものを少し上げていかないと，な

かなか対応できないと思っていて，いわゆる保健，精神保健でいう位置療法的な，

そういう視点をもう少し持っていく時期に来たのではないかなと思っている。そ

こにこれからつながっていけるような視点も含めて，保健体育の教科書を見てい

きたいと思う。 

 

（原委員） 

 ○ 主権者教育について。基本的に憲法というものは，改憲の論議などもあってい

るので，子供たちにはきちんと理解していただきたいと思っている。教科書でい

つも表面的にというか，条文，形式的なところの記載はあるものの，なぜ憲法が

必要なのかということ，権力の濫用など，憲法の意義というか役割というか，そ

ういったところからきちんと説明してある，丁寧に記述してある教科書を選びた

いと思っている。憲法改正についても，今後ますますそういった論議が高まって

くるだろうから，そういったことの記載がきちんとされているものを選びたいと

思っている。さらに，最近，小中学生が，裁判員裁判に参加するようになってい

て，児童生徒にはそういったところに行っていただいて，自分の身近なところで

自分が主権者というか，国の制度に参加しているということを，そういうことを

取り掛かりにして，主権者教育というものを自分で考えるきっかけにしていただ

きたいと思っていて，そういったところの記述については興味をもった。 

 

（西村委員） 

 ○ QRコードの活用について，これまでこのようなスタイルはなかったので新しい

取り組みと思うが，今の時代に合っていると思う。QRコードをずっと見ていても
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何も出てこない，開けてみないとわからないところがすごくいいところだと思う

し，今回QRコードを開けて見ているが，ものすごく力を発揮しているものがあっ

た。特に英語は，発音だけのものもあれば，本当に英語の力がつく，格差ができ

るほどつくと感じるものもあって，教室だけでは補えないものができるのであれ

ば良いことだと思った。４年間使うということなので，ぜひこれは活用できる環

境を全員が持てるようになればいいと思った。防災に関しては，２，３年前，大

阪，熊本，北海道で災害が続いたときに，大阪の中学生たちが，体格はもう大人

なので，本当に役に立ってくれたということをＰＴＡの方々から言われた。その

ときに学校で学んでいたことがすごく力になったようなので，今回，防災が社会

であったり保健体育であったり理科であったり，理科では地形の恐ろしさ，保健

体育では手当て方法だとか，いろいろな面から防災に関して着目されている教科

書がたくさんあったので良いことだと思った。 

 

（菊池委員） 

 ○ 防災について，学校での安全教育について通知が昔からあって，昨年改正され

て現場で通知されていると思うが，学校の危機管理マニュアルがいまだにつくら

れていない学校がある旨の警告がある。福岡市はそういうことはないと思うが，

今の異常気象などもあって，各学校が，立地条件など様々あるのでそういうこと

も踏まえたものを本当に作っているのかということをチェックしなければならな

いと思った。通知によると，「全ての児童生徒が安全に関する資質能力を身につ

けるということを目指す」ということで，学校で度々避難訓練をする，各家庭で

も避難する際のグッズ，避難経路などそういったことも訓練して身につけなくて

はならないと思った。中学生ぐらいになると守ってもらう存在ではなく，さきほ

ど西村委員がおっしゃったように，避難所で地域の人たちを助ける存在にならな

ければならない。そういった意味合いで作られている教科書があると思う。その

あたりを評価していく必要があると思った。 

 

（町委員） 

 ○ 今回は，教科書ということで紙のものですが，今のコロナ禍において，児童生

徒にタブレットを配るとなると，電子教科書も当然意識しなければならないし，

次の教科書を選ぶ際は電子教科書のほうが主流になっているかもしれない。そう

いうことも踏まえて前々から日本の教育界はICT化がものすごく遅れていると言

ってきたところである。韓国などと比べた時にその差に愕然とする。そういう意

味では今から，コロナで唯一よかったのはタブレットが全員に配られることで，

これに合わせた今から私たちが使える，使って教育ができるものを，有効に活用

していくべきではないかと思う。 
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▼付議案第51号 教科用図書について〔高等学校及び特別支援学校高等部〕 

《継続審議》 

 大洲課長より説明 

 〔質疑等〕 

  なし 

 

▼付議案第52号 教科用図書について 

〔小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部〕 

▼付議案第53号 教科用図書について〔特別支援学校高等部〕 

《いずれも継続審議》 

 

 ▼ 付議案第67号 議会の議決を経るべき議案に関することについて 

         〔令和元年度福岡市一般会計決算（教育委員会所管分）〕 

  吉谷課長より説明 

 《原案どおり可決》 

 

 ▼付議案第68号 付属機関委員の人事について 

         〔福岡市立学校通学区域審議会委員の委嘱〕 

  真鍋課長より説明 

 《原案どおり可決》 

 

７  閉 会  

  教 育 長 閉 会 を 宣 告  14時 37分  


