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平成３０年第１２回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３０年８月９日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時３０分

４ 閉 会 午後３時５５分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

大塚和歌子

伊勢 昌弘

吉村 昌之

６ 説明のための出席者

教育次長 太田政和 教育次長 眞壁聡子

総務課長 今川 聡 施設整備室長 保坂一美

教職員給与課長 嵯峨 要 幼保推進課長 鈴木和朗

義務教育課長 石川政昭 高校教育課長 渡部克宏

特別支援教育課長 小林 司 生涯学習課長 中山恭幸

文化財保護室長 近江谷正幸 保健体育課長 高橋周也

福利課長 髙橋忠太郎

７ 会議に付した事項

議案第３３号 平成３１年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３４号 平成３１年度秋田県立中学校教科用図書「特別の教科 道徳」の

採択について

議案第３５号 平成３１年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

議案第３６号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について

議案第３７号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第３８号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

議案第３９号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

８ 可決した事項

議案第３３号 平成３１年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３４号 平成３１年度秋田県立中学校教科用図書「特別の教科 道徳」の

採択について

議案第３５号 平成３１年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について
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議案第３６号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について

議案第３７号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第３８号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

議案第３９号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

９ 報告事項

・平成３１年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につ

いて

・平成３１年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等

について

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成３０年第１２回教育委員会会議を開催いたします。

議事に先立ちまして、７月１３日付けで就任の吉村昌之委員は、本日が最初の会議出席となっ

ておりますので、一言御挨拶をお願いします。

【吉村委員】

皆様こんにちは。新任の吉村と申します。現在は秋田県のＰＴＡ連合会の会長を務めておりま

す。教育ということで、学校教育、社会教育、家庭教育などございますが、どうしてもＰＴＡな

ので、家庭教育というか、しつけと合わせて自分の子どもに自分の背中を見せることができてい

るのか、と思うこともございます。

学校教育ということで、未来ある子どもたち、秋田、日本を担う子どもたちのため、また、地

域や文化など、私たちも自分で知って、色々学びたいと思っております。この秋田県教育委員と

いう立場を通じて、また色々なものを学べればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。

【米田教育長】

どうもありがとうございました。次に、議席番号についてでありますが、１番が岩佐委員、２

番が伊藤委員、３番が大塚委員、４番が伊勢委員、５番が吉村委員といたしますので、よろしく

お願いします。本日の議事録署名員は、４番伊勢委員と、早速ですが５番吉村委員にお願いしま

す。

【米田教育長】

はじめに、議案第３３号「平成３１年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」、高校

教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

議案第３３号「平成３１年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」説明概要
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・県立高等学校で使用する教科用図書の採択は、設置者である県教育委員会が行う。

・採択の流れとして、高校教育課は、課内に「高等学校教科書調査研究委員会」を組織し、各

教科用図書の内容等に関する資料を作成し、教科書目録とともに各校に配付する。

・各校では「教科書調査研究委員会」を設置し、各教科用図書の内容に関する資料、教科書目

録及び教科書の見本本等により、採択希望教科書の一覧を作成し、高校教育課に提出する。

・「高等学校教科書調査研究委員会」は、各校から提出された採択希望一覧について、各校の

教育目標や教育課程との適合性等を確認し、必要に応じて指導・助言を行う。

・その上でまとめ直したものが、本日お示しした採択（案）一覧である。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

採択（案）一覧で、一つの学校の一つの科目で複数の教科書が記載されているものがあります

が、これはどういうことか教えてください。

【高校教育課長】

例えば、「国語総合」であれば、教科書によっては「古典編」と「現代文編」に分かれている

ものがあり、その場合は同じ会社でも教科書の番号が異なってきます。

また、同じ教科でも学科によって異なる教科書を使用している場合もあります。そうした様々

な理由から複数の教科書が記載されることがあります。

【米田教育長】

新旧対照表を見ていくと、前年度と同じものを使うところもあれば、変えているところもあり

ます。教科によっても違うと思いますが、傾向としてその辺りにコメントできることはあります

か。

【高校教育課長】

高等学校においては、教科書が変わることは珍しいことではありません。昨年度の指導の反省

を踏まえて、「こちらの教科書の方が生徒に合っているのではないか」ということがあれば次の

年に変えることがあります。それから、学校の教育課程表や教育方針が大きく変わったりした場

合には、当然それに合わせて教科書が変わるということがあります。そうした諸々の要因で頻繁

に変わることがあるという状況です。

【米田教育長】

例えば、１９ページの世界史Ｂであれば山川の３１０という教科書が目立ちますよね。２０ペ

ージの日本史Ｂでも山川の同じ番号の教科書が目立ちます。そういうところから、大学進学者が

多い高等学校で同じ教科書を使っているということで、歴史と言えば山川というような傾向があ

るのでしょうか。先生方もそのように見ているのでしょうか。
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【高校教育課長】

やはり先生方も、どこの学校でどの教科書を使っているかということにアンテナを張っており

ます。例えば、進学校であれば他の進学校ではどの教科書を使っているかを参考にしながら考え

ていますので、同じような教科書が並ぶ傾向にあると思われます。

【米田教育長】

いずれ、各高等学校で生徒の状況や学校としてのねらい等を含めて十分検討した上で採択希望

を上げてきているということですね。

【高校教育課長】

はい。

【米田教育長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３３号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３３号を原案どおり可決します。

次に、議案第３４号「平成３１年度秋田県立中学校教科用図書『特別の教科 道徳』の採択に

ついて」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

議案第３４号「平成３１年度秋田県立中学校教科用図書『特別の教科 道徳』の採択につい

て」説明概要

・平成２７年の学習指導要領の一部改正により、平成３１年度から道徳が教科化されることに

伴っての採択である。

・教科用図書選定審議会の答申を受け、県で教科用図書の調査研究報告書を作成する。

・各県立中学校では「教科用図書調査研究委員会」を組織し、そこで調査研究報告書等の資料

を基に使用する教科用図書を検討する。

・各県立中学校から採択希望図書が提出され、教育庁内の「県立中学校教科用図書委員会」で

審査したものが今回の採択案である。
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【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

中学校の「特別の教科 道徳」の教科書は何種類あるのですか。

【高校教育課長】

８種類あります。

【吉村委員】

各学校では、何をもってこの教科書の採択を希望したのでしょうか。

【高校教育課長】

様々な理由が上がってきていますが、例えば、「わざと道徳的な価値の主題を明示していない

ため、生徒の多様な意見を引き出しやすい。」、「学校の年間指導計画に照らし合わせてみて使

いやすい。」、「学校の重点項目、教育目標と教科書に示されている道徳的な価値が一致してい

る。」などがありました。そうした理由を基に、各学校が適切と考えた教科書を希望しています。

【吉村委員】

道徳はなかなか答えのないもので、その本その本によって導き方も変わってくると思うので、

それが気になったため聞いてみました。ありがとうございます。

【伊藤委員】

県立中学校ということで、市町村立の中学校とは採択の手順や手続が違うと思いますが、その

ことにより違いは出るものでしょうか。市町村立の採択の場合と比べて手続が単純な印象を受け

るのですが。

【義務教育課長】

市町村が入っていないため、県立の方は手続が非常にシンプルに見えるかと思いますが、採択

のための資料は共通のものを使用しています。こちらから提供している大本の資料は同じものを

使っていますので、県の採択基準を踏まえて公正な採択が行われているものと思われます。

【米田教育長】

小・中学校どちらもでしょうけど、「特別の教科 道徳」ということで、指導について悩みが

増えてきたという先生方の声は聞こえてくるものでしょうか。

【義務教育課長】

今年４月から小学校で始まっていますが、道徳の評価が出てきたこと、評価が数字ではなく文

章表現であること、考えて議論するという部分をどのくらい受け止めるかということで、捉えに
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温度差があるところもありまして、今のところ学校でも試行錯誤しながらやっているということ

が現状ではないかと思っています。

【米田教育長】

学校の中でもお互いに情報交換したり、授業を見たり見せたりしてやっているところでしょう

か。

【義務教育課長】

はい。県の方としましても、学校に対して、道徳をこのような形で進めましょうという研修会

を行っておりますので、それに基づいて学校の中でも研究会等をしながら進めているものと思い

ます。

【米田教育長】

県立の中学校あるいは中等部で教えている先生方も、道徳の授業のやり方について相談があれ

ば高校教育課に相談するのでしょうか、それとも義務教育課にするのでしょうか。あるいは近隣

の市町村立中学校の先生方と相談しながら考えていくのでしょうか。

【高校教育課長】

道徳に関して今まで問い合わせがあったことはありませんが、仮にあったとすれば、義務教育

課と、あるいは教育事務所と相談しながら進めていくという形になろうかと思います。

【米田教育長】

「特別の教科 道徳」ということで、この後担当している先生方が集まって研修を開くような

形になっていくのでしょうか。

【義務教育課長】

すでに他の教科も含めて、夏休み中に教育課程の研究協議会を各教育事務所単位で実施してお

ります。県立中学校の先生方がそこに含まれているかは確認しないと分かりませんが、こちらか

ら指定して各学校から来ていただくというシステムにしております。

【吉村委員】

道徳の評価はどのようにして行うのでしょうか。

【義務教育課長】

通常の教科であれば３、２、１や「よくできました」などの評定をつけますが、道徳の場合は

なかなかそうはいかないため、子どもが授業など一定の期間の中で、どういう部分がプラスに変

容してきたかというところに焦点を当てて、「このように子どもが変わってきています」という

文章表現で評価して示すという形になっております。
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【吉村委員】

数字的な評価ではないということですね。

【義務教育課長】

はい。

【米田教育長】

文章表現での評価というと、字数はどのくらいになりそうなのでしょうか。文字の大きさにも

よると思いますが。

【義務教育課長】

家庭に示すのは通信簿の記載になると思いますので、一定のスペースに、２、３行程度の長さ

の文章で書くことになると思います。通信簿の後ろに書くようにたくさんのスペースがあるわけ

ではないと思います。どこに焦点を当ててその子どもの変容を見取るかは、よく見ていないとな

かなか書きにくい部分はありますので、指導したことの蓄積が必要になります。

【大塚委員】

小学校の道徳の先生たちはセミナー、講習を受けるということですけども、その先生たちに教

える先生はどのような方なのですか。

【義務教育課長】

教育事務所や教育センターなどの指導主事になります。指導主事は、道徳教育をどのように進

めるかという国の研修会を受けてきており、それを整理して各学校の先生たちに提供する、とい

うやり方をしております。

各学校からは必ず誰か参加してもらうようにしておりますので、今度はその者が学校の中に伝

えるという流れでやっています。

【米田教育長】

他にありませんか。なければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３４号「平成３１年度秋田県立中学校教科用図書『特別の教科 道徳』の採

択について」を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。
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【米田教育長】

それでは、議案第３４号を原案どおり可決します。

次に、議案第３５号「平成３１年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」、特別

支援教育課長から説明をお願いします。

【特別支援教育課長】

議案第３５号「平成３１年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」説明概要

・資料５５ページに示すように、３種類の教科用図書がある。

・児童生徒の障害の種類、発達段階が違うため、一人一人に即した教科用図書を採択する。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

特別支援学校では一般図書を教科書に使う場合もあり、いろいろな組合せが考えられると思い

ますが、一人の子どもさんにつき教科書をどれぐらい持っているのでしょうか。

【特別支援教育課長】

各教科に応じて、その冊数分採択しております。例えば、国語、算数、理科、社会、音楽、図

工などといったような形で、一人の子どもに対して、その分の冊数を採択することになります。

【伊藤委員】

一般図書であったとしても、そうなのですね。

【特別支援教育課長】

そうです。

【米田教育長】

例えば、資料４４ページの普通の高等学校用の教科書の採択を希望する中で、先ほど言った世

界史Ｂや日本史Ｂの山川３１０や３０９の教科書は、大学受験希望者が多い学校で使用する教科

書ですが、実際にこの子どもたちは聴覚にハンディはあるけれども、同じように勉強していると

いうことなのですね。

【特別支援教育課長】

そうです。その年により違いますけれども、大学に進学する生徒もおりますので、その進学希

望等に合わせた形で採択をしています。

【米田教育長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３５号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３５号を原案どおり可決します。

次に、議案第３６号「秋田県生涯学習審議会委員の任命について」、生涯学習課長から説明を

お願いします。

【生涯学習課長】

議案第３６号「秋田県生涯学習審議会委員の任命について」説明概要

・現委員の任期が満了となるため、任命するもの。

・社会教育委員が生涯学習審議会の委員を兼任することになる。

・兼任については、昨年の７月に社会教育委員の改選を諮った際にも説明した。

・社会教育委員の会議と生涯学習審議会で対応策が重複するところが多くなってきており、審

議内容の差別化が難しくなってきていること、審議会のスリム化を図れること、などが兼任

の理由である。

・それに伴い、今後の生涯学習審議会は必要に応じて社会教育委員の会議に合わせて開催する

ことを考えている。

・委員１５名のうち、７名が継続、８名が新規の任命である。今回の改選で全員が社会教育委

員と生涯学習審議会委員を兼任する形になる。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

女性の委員の比率が５割を超えていますが、今までの割合はどうだったのですか。

【生涯学習課長】

前回も５割でした。

【伊藤委員】

委員の分野で、学校教育・社会教育、家庭教育、学識経験とありますが、家庭教育の比率が少

ないのではないかと思います。
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また、学識経験者の中で１３番の方など、どういう理由で学識経験の区分に分類されているの

か教えてください。

【生涯学習課長】

家庭教育の割合についてですが、他の分野の委員でも家庭を持たれている方が多く、全体のバ

ランスを考えると、それほど多くなくてもよいと考え、この人数としています。

【伊藤委員】

他の分野の方でも、家庭教育を兼ねている方がたくさんいらっしゃるからということですね。

【生涯学習課長】

そうです。家庭を持たれている方もいらっしゃいますし、家庭教育についての経験もあると考

えています。

１３番の方は学識経験の分野としていますが、公募した委員の方です。どの分野に入れるか考

えたときに、学識経験の分野としたものです

【米田教育長】

学識経験の分野としていますが、はっきりと分けることが難しいものですね。

【生涯学習課長】

一番近しいと思われる分野に分類したものです。

【岩佐委員】

学識経験の定義はどのようになっているのですか。

【生涯学習課長】

はっきりとした定義はありませんが、これまでの学問的な経験が深い方を学識経験者と考えて

いるところでございます。

【米田教育長】

改めて定義と言われると難しいところもありますね。いずれ、審議会の中で色々な視点から建

設的な意見を出してくださればよいということでしょうか。

【生涯学習課長】

考え方としてはそうなります。どうしても生涯学習審議会となると、学校関係者、社会教育関

係者が多くなるのは致し方ないところがありますので、全体のバランスをとる意味で学識経験と

しているところは確かにあると思います。

【米田教育長】

他の国レベルの審議会なども含め、どのような人を学識経験者と呼んでいるのかなど、その辺
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りの考え方を整理しておいてもらえればと思います。

【生涯学習課長】

はい。

【吉村委員】

生涯学習審議会委員と社会教育委員というものが重複されるということですが、手続上、一緒

にするということはできないのでしょうか。

【生涯学習課長】

現状では、どちらも条例に基づいて任命するものですので、端的に言うと県議会を経て条例を

変えない限りは一緒にすることができないということになります。

【米田教育長】

いずれ、審議会の中で活発な意見交換がなされ、よい提言等が出されることを第一と考えてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

【生涯学習課長】

はい。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３６号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３６号を原案どおり可決します。

次に、議案第３７号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」、生涯学習課長から説明を

お願いします。

【生涯学習課長】

議案第３７号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」説明概要

・東日本旅客鉄道株式会社秋田支社総務部長であった委員に異動があったため、その後任の委

員を任命するものである。

・任期は、前委員の残任期間となる。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。
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【吉村委員】

委員に年齢的な制限はあるのですか。

【生涯学習課長】

県では制限は設けていません。国の委員では、７０歳以上の委員は相当な理由がない限り任命

できないとされています。

【米田教育長】

ＪＲに関しては、今回、県立博物館で行っている「大鉄道展」でも相当な協力をいただき、非

常に助けていただいています。こうした協議会の関係もあり、バックアップしていただいたとい

うことでもあるのですよね。

【生涯学習課長】

はい。

【米田教育長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３７号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３７号を原案どおり可決します。

次に、議案第３８号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」、生涯学習課長から説

明をお願いします。

【生涯学習課長】

議案第３８号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」説明概要

・日本放送協会秋田放送局長であった委員に異動があったため、その後任の委員を任命するも

のである。

・任期は、前委員の残任期間となる。
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【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

６月１０日から前委員を任命していましたが、今回、人事異動により替わられたということで

すね。

【生涯学習課長】

はい。

【米田教育長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３８号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３８号を原案どおり可決します。

次に、議案第３９号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」、文化財保護室長から説

明をお願いします。

【文化財保護室長】

議案第３９号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」説明概要

・委員の再任について諮る議案である。

・当該委員は、有形文化財の文芸関係資料の分野を担当しており、プロレタリア文学や秋田に

縁のある近代作家を研究している方である。秋田県における日本近代文学研究の第一人者で、

現在この分野を担当していただけるのは当該委員しかいないため、再任をお願いしたい。

・任期が４月から始まる委員と９月から始まる委員がいたが、年度途中で委員が替わることは

審議の継続性から問題があるということで、委員の交替を契機として是正しているところで

あり、現在は当該委員のみが９月始まりの任期の委員となっている。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。
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【米田教育長】

１１番の渡辺委員は、前の秋田魁新報社の文化部長が異動されたため、たまたま任期③の任期

になっているということですか。

【文化財保護室長】

そのとおりです。昨年の１１月から替わりましたので、役職の交替ということでそのまま後任

の方に委員をお願いしていたところです。

【米田教育長】

任期②も③も任期は平成３１年３月３１日までで変わらないということですね。

【文化財保護室長】

はい。任期が前任者の残任期間ということで、③の任期が出てしまったということです。

【米田教育長】

この分野に関しては、なかなかすぐに若い人に、というわけにはいかない部分がありますので、

全体として人生を重ねたベテランの方が多いですが、今後、若返りを図りつつ進めていくという

方向ですか。

【文化財保護室長】

はい。できればそうしたいと考えていますが、やはり専門性を高めていくとなると、どうして

も年齢も高くなっていくという状況はあろうかと思います。

【米田教育長】

今は委員が１１名ですが、人数は何名までですか。

【文化財保護室長】

条例上は２０名までとなっております。ただし、なかなか適任の方を見つけることが難しい状

況です。それぞれの専門性を見ていくと県内で見つけることは難しく、県外の方でも構わないの

ですが、県内の文化財をよく御存知の方と考えると、ある程度限定されてしまうところです。

【米田教育長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。
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議案第３９号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第３９号を原案どおり可決します。

次に報告事項に入ります。報告事項の一つ目「平成３１年度秋田県立中学校入学者の募集及び

選抜に関する教育委員会公告等について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につ

いて」説明概要

・県立中学校に入学する生徒の募集、選抜について公告する。

・昨年度と比較して大きな変更はない。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊勢委員】

実施要項１ページ目の「出願資格」のところに、「３ 志願先中学校長が特別に出願を許可し

た者」とありますが、具体的にはどのような方をイメージしているのでしょうか。

【高校教育課長】

この「３」は、海外に居住されている方を想定しています。

【伊勢委員】

わかりました。

【吉村委員】

適性検査の中の「放送による検査」とはどのようなものでしょうか。

【高校教育課長】

放送で読み上げがあり、それを聞き取って設問に答えるという内容です。

【吉村委員】

国語の内容ですか。

【高校教育課長】

昨年の例を申し上げますと、ある小学校での生活委員会における話し合いの場面という設定が
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され、そこでの話し合いの様子が放送で流され、それについて設問があるという内容でありまし

た。

【米田教育長】

どのような設問があったのですか。

【高校教育課長】

廊下での歩き方などのルールについての話し合いがあり、廊下でのルールとして、誰がどのよ

うなことを話していましたか、という問いがありました。放送を聞きながらメモをとっておいて、

設問に答える形になります。

【吉村委員】

日本語版ヒアリングのような感じでしょうか。

【高校教育課長】

そのようなイメージです。

【伊藤委員】

以前から県立中学校の定員割れが問題となっていましたが、市町村立の中学校と比較して、県

立中学校の評価や評判、卒業生がどのように活躍しているか、などはどうなのでしょうか。それ

ぞれメリットデメリットはあると思いますが。

【高校教育課長】

県立中学校は３校ありますので、それぞれ特徴、個性は異なってきます。例えば、横手清陵学

院であれば、母体となったのが横手工業高校ですので、ものづくりという大きな特徴をもってい

ます。同時に、大学進学等の実績においても評価を得ているのではないかと思います。

一方、大館国際情報学院については、国際交流が盛んな学校であり、海外に複数の姉妹校をも

っております。そういった面で広い視野をもった子どもたちを育てているのではないかと考えて

おります。

ただし、今、伊藤委員から御指摘ありましたように、本県では市町村立の中学校の方が数が多

く、県立中学校は少数派になります。まだまだ県立中学校のよさ、メリットというものをなかな

か理解していただけない部分もありますので、魅力の発信に力を入れたいと思っております。で

きれば、県立中学校が連携して、県立中学校生としての誇りをもった活動ができるようにしてい

きたいと考えているところであります。

【米田教育長】

橫手清陵学院も大館国際情報学院も開学から１０年以上経っているので、最初に入学した生徒

たちは現在２４、２５歳にはなっていると思います。そういった子たちが現在どのように活躍し

ているのかについて、一般の方々は知りたい部分もあるのだと思います。



- 17 -

【高校教育課長】

その点については、それぞれの学校に対しても、６年間通して学び、大学に入って、そしてそ

の後どのように活躍しているのかなどを発信できるようにしていくことを話していきたいと考え

ています。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「平成３１年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関す

る教育委員会公告等について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等

について」説明概要

・全日制課程について、県北地区では１３０名の定員減、中央地区では定員増減はなし、県南

地区では２５名の減、県全体で１５５名の募集定員の減となる。

・定時制課程では、二ツ井高校の普通科が新たに男女３５名を募集し、同時に能代工業高校の

普通科は募集を停止するため、全体の募集定員の増減はゼロである。

・通信制の課程では、昨年度からの変更はない。

・くくり募集を行う高校に、能代工業高校と能代西高校が追加された。ただし、前期選抜では

くくり募集は行わない。

・前期選抜における県外居住者の入学者数は、昨年度までは募集定員の５％が上限であったが、

今回から１０％に変更している。

・実施要項６ページの、一般選抜の「７ 選抜方法」のところに、新たに相関表を掲載した。

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

実施要項６ページに新たに掲載した相関表がありますが、調査書の点の扱いはどうなっている

のですか。

【高校教育課長】

相関表の縦軸に調査書点とありますが、全日制では６５点満点、定時制では７５点満点であり、

それを各学校が何段階かに区分いたします。同様に、学力検査の検査得点は５００点満点であり、

そちらを何段階かに区分して並べていくことになります。

【伊藤委員】

各高校で選抜するときにこの相関表を作成して、これを用いて、切るということですか。

【高校教育課長】

これまでもそれぞれの高校で作成しておりまして、切るというよりは、この相関に基づいて範
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囲を定め、その中から合格者を決定するという形になります。

【伊藤委員】

つまり、調査書と学力のバランスを見ると理解してよろしいですか。

【高校教育課長】

はい。

【伊藤委員】

それからもう一つですが、受験生の成績は後から公表される部分があると思いますが、調査書

や相関表は公表の対象にはならないものですか。

【高校教育課長】

自分の学力検査の点数については、生徒が希望すれば得点開示されますが、相関表については

公表はしておりません。

【伊藤委員】

学力と調査書のバランスを見るということをなぜ今回掲載したのですか。

【高校教育課長】

どのような選抜方法を行っているのかということについて、中学校の先生方や生徒に十分理解

してもらいたいと考えたことが一つの理由であります。来年度の実施要項には、前期選抜におけ

る配点基準等も公表する予定ですので、それに合わせて、まず今年度は一般選抜について大まか

なところではありますが、分かりやすい形をお示ししたいということであります。

【米田教育長】

前期選抜の各学校の出願条件等は、実施要項の４２ページ以降に出ています。学力検査や口頭

試問、作文など、実施する内容に○をつけていますが、実際にどのようなウエイトの置き方でど

のように選抜しているのかについては、これだけではわからないのです。それらは各学校ごとに

違うのですが、明らかにできる部分は明らかにしていこうという方向で今動いています。

【伊勢委員】

実施要項６ページの相関表には網掛け部分を作っていますが、例えば、学力検査の点は高かっ

たけれども、調査書点がこの網掛けよりも低かった場合は不合格ということもあり得るのですか。

【高校教育課長】

この網掛けの中に入っていないものは不合格になるということです。

【伊勢委員】

分かりました。そうすると、どちらもこの網掛けの最低点以上をとっていなければだめだとい
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う趣旨になるわけですね。

【高校教育課長】

はい。ただし、この網掛けの部分から選抜するということでありまして、この網掛けの中に入

っているからといって、全員が合格するとは限らないことになります。

【米田教育長】

微妙なところは、実施要項６ページ「７ 選抜方法」の（２）にあります、調査書の記載内容

及び面接の評価等、色々なものを全部含めて総合的に見て選抜します。倍率が１倍を超えている

場合、どこかで切らなければいけないという苦しい場面が出てくるのですが、そのようなときは

総合的に判断していくしかないというのが実状です。

義務教育課の先生にも聞いたところ、このような形で見ていっているということ自体が先生方

にもあまり知られていなかったという話もありました。まして一般の方には知られていないだろ

うということで、可能な限りオープンにするということです。

【米田教育長】

他に何かございましたらお願いします。

最後に、これに関してはこの後公表することになりますが、文言その他について今一度チェッ

クをお願いします。

他にないようですので、報告事項を終了したいと思います。

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

なければ、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。

教 育 長

４ 番

５ 番


