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平成３０年８月教育委員会定例会議事日程 

新潟市教育委員会 

日 時 平成３０年８月２９日（水） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所白山浦庁舎５号棟３階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

第２ 付議事件 

議案第１７号 平成３０年９月議会定例会の議案について･･･････････１

議案第１８号 教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評

価の議会報告について･････････････････････････････８

議案第１９号 ２０１９年度使用 新潟市立高等学校用 教科用図書の採

択について･････････････････････････････････････３２

議案第２０号 ２０１９年度使用 新潟市立高志中等教育学校後期課程用

教科用図書の採択について･･･････････････････････４６

議案第２１号 新潟市立幼稚園再編実施計画について･････････････５１

第３ 報告 

・平成３０年度 全国学力・学習状況調査の結果について････････････１

・夏季休業日における児童生徒等の健康確保に向けた対応について･･･４

・平成３０年度 新潟市奨学生等の選考結果について････････････････５

第４ 次回日程 

９月定例会 平成３０年  ９月２７日（木）午後３時３０分 

１０月定例会 平成３０年 １０月２９日（月）午後３時３０分 

第５ 閉会 





付議事件 





議案第１７号 

平成３０年９月議会定例会の議案について 

平成３０年９月議会定例会の議案について市長より意見を求められたため，その意見について

議決を求める。 

  平成３０年８月２９日提出 

新潟市教育委員会 

教育長 前田 秀子 

非公開で審議を予定しているため，詳細は審議時に関係者にのみ配布いたします。
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議案第１８号

教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価の議会報告について

教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価の議会報告を，次のとおりと

したいため議決を求める。

  平成３０年８月２９日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子
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教育委員会の事務の管理及び 

執行状況に関する点検・評価報告書 

（平成２９年度対象） 

平成３０年９月 

新潟市教育委員会 
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本報告書は，効果的な教育行政の推進に資するとともに市民への説明責任を

果たしていくために，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教

行法」という。）第26条の規定に基づき平成29年度の教育委員会の事務の管理

及び執行状況について点検・評価を行い，その結果をまとめたものです。 

― 目次 － 

Ⅰ 教育委員会の活動状況について 

 １ 教育委員会会議の開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 ２ 教育委員会会議以外の活動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 ３ 平成29年度の主な取組と成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

Ⅱ 新潟市教育ビジョンの施策評価について 

 １ 平成29年度施策評価一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

 ２ 主な施策・事業の評価状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 ３ 教育ビジョン推進委員からの主な意見・要望と教育委員会の対応 

・・・・・・・17 

参考資料 新潟市教育ビジョン推進委員会平成29年度施策評価経過 

新潟市教育ビジョン推進委員会（第6期）（第7期）委員名簿 

・・・・・・・21 

【参考】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけれ

ばならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとする。 
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Ⅰ 教育委員会の活動状況について 

１ 教育委員会会議の開催状況

○新潟市教育委員会定例会・臨時会 

 4月定例会 議案第 1号 「市立幼稚園の今後の方向性～果たすべき役割と再編の方針～」の策定について

議案第 2号 平成30年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択（道徳以外）に関する基本方針について

平成30年度使用新潟市立小学校用道徳教科用図書採択に関する基本方針について 

平成30年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

平成30年度使用新潟市立特別支援学校用教科用図書採択に関する基本方針について 

議案第 3号 平成30年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する基本方針について

議案第 4号 平成30年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針について

議案第 5号 平成30年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針について

議案第 6号 第32期新潟市社会教育委員の委嘱について 

議案第 7号 新潟市教育職員の勤務時間，休暇等に関する条例施行規則に係る教育長代理について

 5月定例会 議案第 8号 平成29年6月議会定例会の議案について 

議案第 9号 教職員の人事措置について 

 6月定例会   －   報告案件のみ 

 7月定例会 議案第10号 平成30年度使用新潟市立小学校用教科用図書（道徳以外）並びに新潟市立中学校用教科用図書の採択について

議案第11号 平成30年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書の採択について

議案第12号 平成30年度使用新潟市立小学校用教科用図書（道徳）の採択について

議案第13号 平成30年度使用新潟市立特別支援学校・学級用一般図書の採択について

議案第14号 新潟市教育委員会組織規則の一部改正について 

議案第15号 新潟市教育委員会公印規則の一部改正について 

議案第16号 市長の権限に属する事務の委任について 

議案第17号 新潟市長から委任を受けた新潟市芸術創造村・国際青少年センターの管理に関する規則の制定について

議案第18号 教育委員会の人事について 

 8月定例会 議案第19号 平成29年9月議会定例会の議案について 

議案第20号 教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価の議会報告について

議案第21号 平成30年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択について 

議案第22号 平成30年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択について

 9月定例会 議案第23号 通学区域の一部変更について 

議案第24号 新潟市公民館条例施行規則の一部改正について 

議案第25号 新潟市白根学習館条例施行規則の一部改正について 

10月定例会 議案第26号 新潟市立学校管理運営に関する規則の一部改正について 

議案第27号 新潟市長から委任を受けた新潟市大畑少年センターの管理に関する規則の廃止について

議案第28号 教職員の人事措置について 
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○教育委員会会議の公開等に関すること

・会 議 に つ い て  原則公開（人事案件等非公開の場合あり）

・開催案内について  ホームページ・市報にいがた等に掲載

・会議案件について  ホームページで案件名を事前に公開

・会議録について  会議終了後，会議速報をホームページに掲載

会議録作成後，速やかに，ホームページに掲載及び

市政情報案内室において公開

・傍聴の平均人数  3.67 人

11月定例会 議案第29号 平成29年11月議会臨時会の議案について 

議案第30号 平成29年12月議会定例会の議案について 

議案第31号 陳情の処理経過及び結果について 

12月定例会 議案第32号 教職員の人事措置について 

 1月定例会   －   報告案件のみ 

 2月定例会 議案第33号 平成30年2月議会定例会の議案について 

議案第34号 市立学校園の校園長の人事について 

 3月定例会 議案第35号 教育財産の用途廃止について 

議案第36号 新潟市教育員会組織規則の一部改正について 

議案第37号 新潟市教育委員会公印規則の一部改正について 

議案第38号 新潟市教育財産管理規則の一部改正について 

議案第39号 新潟市立学校管理運営に関する規則の一部改正について 

議案第40号 新潟市立幼稚園園則の一部改正について 

議案第41号 新潟市立図書館条例施行規則の一部改正について 

議案第42号 新潟市文化財の指定について 

議案第43号 事務局及び機関の長の人事について 

・地教行法等に基づき，新潟市では毎月，教育委員会定例会及び必要に応じて臨時会を開催 

しており，平成29年度は12回の会議（定例会12回）を開催しました。 

（付議事件43件，報告案件19件） 

・重要な案件については，教育委員会定例会の付議事件とする前に協議会の場において事前 

協議を行い，十分な検討を重ねています。（協議会案件3件） 

・会議は原則公開で行っています。（人事案件等，非公開の場合あり。）
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２ 教育委員会会議以外の教育委員の活動状況

○意見交換会・懇談会 

平成29年 6月 区教育ミーティング（西区），中学校区教育ミーティング（南浜，金津） 

平成29年 7月 総合教育会議 

区教育ミーティング（北区，中央区，江南区，南区，西蒲区） 

       中学校区教育ミーティング（松浜，鳥屋野，新津第一） 

平成29年 8月 区教育ミーティング（東区，秋葉区），Ａｋｉｈａ教育懇談会 

平成29年 9月 中学校区教育ミーティング（大形，石山，新津第二，中之口） 

平成29年10月 区教育ミーティング（西区） 

中学校区教育ミーティング（濁川，山の下，大江山，白南，小針，岩室） 

平成29年11月 中学校区教育ミーティング（葛塚，東新潟，関屋，曽野木，両川，白根第一， 

臼井，坂井輪，内野，西川） 

平成29年12月 区教育ミーティング（東区，南区，西蒲区）， 

中学校区教育ミーティング（白新，寄居，赤塚） 

平成30年 1月 小中学校ＰＴＡ連合会との懇談会 

区教育ミーティング（北区，中央区，江南区，秋葉区） 

平成30年 2月 総合教育会議 

平成30年 3月 社会教育委員との懇談会 

○市内視察 

平成29年 5月 内野中学校（地域連携事業） 

平成29年 6月 鳥屋野中学校（地域連携事業） 

平成29年 7月 東山の下小学校（地域連携事業） 

平成29年 8月 上所小学校（地域連携事業） 

平成29年 9月 豊栄南小学校，桜が丘小学校（地域連携事業）， 

平成29年10月 濁川中学校，東新潟中学校，東中野山小学校，新潟柳都中学校，丸山小学校， 

小合小学校，根岸小学校，西内野小学校（地域連携事業）， 

宮浦中学校，上所小学校（マイスター公開授業） 

平成29年11月 松浜中学校，万代長嶺小学校，金津中学校，庄瀬小学校，五十嵐小学校， 

岩室中学校，鎧郷小学校（地域連携事業），小針小学校（マイスター公開授業） 

平成29年12月 巻北小学校，小須戸小学校（地域連携事業）， 

江南小学校（マイスター公開講座） 

平成30年 1月 関屋小学校，女池小学校，大鷲小学校（地域連携事業） 

・ 32 カ所の学校の視察を行い，実際の教育現場の状況を把握するようにしています。 

・ 視察の際は，教職員等と意見交換を行うなど，情報交換に努めています。 

・ 教育委員会と地域との連携強化，開かれた教育委員会を目指し，各区の自治協議会委員と 

 区教育ミーティングを年2回行いました。また，28中学校区で中学校区教育ミーティングを 

 行いました。 

・ 総合教育会議を年2回開催し，市長と教育委員会が教育施策の方向性を共有し，相互連携して 

  執行にあたるため，両者が協議・調整を行いました。 
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○行政視察（県内視察） 

平成 29 年 9 月 小千谷市，南魚沼市 

・おぢや震災ミュージアムそなえ館（防災教育）

被災者の体験談を聞いて学ぶ，防災訓練・キャンプで直接体験して学ぶなど，子どもたち

に様々な方法で防災に対する意識を高める取組みを学んだ。

・小千谷市立小千谷小学校（防災拠点，防災教育）

小千谷小学校は，設備面でも防災拠点となる設計がされており，近隣の防災学習研修施設

や行政と協力し，防災学習の機会を提供する体制が構築されていた。

本市の防災教育学校・地域連携事業において，各校で防災教育の自校化プログラムを作成

しているが，見聞した取組みを紹介するなど，地域の特徴に合わせた取組みを引き続き支援

していく。

・南魚沼市立総合支援学校（特別支援教育，就労支援教育）

就労支援教育では，学校と地域のかかわり方を密接にしてきた取組みとその成果を見聞で

きた。学校側の固定概念を変え，学校・子どもたちが地域に貢献したいという取組みが相乗

効果をもたらしていた。本市と当該地域の規模や風土，実状などを踏まえ，取組み方や期待

する効果など，参考にしていきたい。

○指定都市教育委員・教育長協議会・他団体関係

平成29年 4月 全県教育長会議 

平成29年 5月 新潟県都市教育長協議会 春季定期総会

第1回指定都市教育委員・教育長協議会 

平成29年 7月 新潟県市町村教育委員会連合会定期総会 

平成29年10月 新潟県都市教育長協議会 秋季定期総会

都道府県・指定都市新任教育委員研究協議会

平成30年 1月 第2回指定都市教育委員・教育長協議会 

・先進地の教育行政を参考にして，新潟市の教育行政に役立てるため，年に一度，県内外の行

政視察を行っています。 

・小千谷市の防災教育，南魚沼市の特別支援教育，就労支援教育の取組を視察しました。 

・指定都市教育委員・教育長協議会，新潟県都市教育長協議会に教育長が参加している他， 

その他連合会の研修等に教育委員も参加し，他指定都市や他市町村の教育委員とも積極的に 

情報交換を行っています。 
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○学校周年事業・卒業式等への教育委員の出席状況 

 平成29年 9月 創立85周年記念式典（白山小学校） 

 平成29年10月 創立40周年記念式典（上山中学校），創立70周年記念式典（鳥屋野中学校） 

 平成29年11月 創立50周年記念式典（牡丹山小学校），創立40周年記念式典（巻南小学校） 

創立110周年記念式典（鳥屋野小学校），創立130周年記念式典（小針小学校） 

創立60周年・新校舎竣工記念式典（南万代小学校） 

平成30年 3月 卒業式（万代高等学校，明鏡高等学校，高志中等教育学校，東特別支援学校，

西特別支援学校） 

○その他の活動・研修・出席 

新任教育委員研修，小・中学校教員採用選考検査確認，公募校長選考検査，校長選考検査面接

官，管理職選考結果確認，市立学校園長全体研修会，教科用図書特徴説明会・学習会，教育フ

ォーラム，成人の日のつどい，スクールカウンセラー等研修会，いじめ防止市民フォーラム，

政策アドバイザーフォーラム 等 
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３ 平成 29年度の主な取組と成果 

新潟市教育ビジョン第 3 期実施計画は，平成 27 年度から 31 年度の 5 か年を

期間とし，これまでの教育ビジョン前・後期実施計画の基本構想や基本計画を

原則的に継続「NEXT」するとともに，新たな視点「NEW」を加えて策定しました。 

平成 29 年度は，この計画に盛り込まれた施策を実施し，「学・社・民の融合

による教育の推進」に引き続き取り組み，「地域と共に歩む学校づくり」の推進

をはじめ，一つひとつの施策・事業がさらに充実してきました。 

平成 29 年度の実施状況について，有識者の知見を活用した評価では，全施策

の平均が 4.17（NEXT&NEW の平均 4.22）と 28 年度の平均 4.12（NEXT&NEW の平均

4.10）を上回っています。 

教育委員会の主な取組と成果は，次のとおりです。 

① 教育ミーティングの実施 

区担当教育委員の活動として，教育情報を地域に発信するとともに，地域の

実情を把握するため，各区の自治協議会と意見交換を行う区教育ミーティング

を各区で2回実施しました。 

また，中学校区内のコミュニティ協議会，保護者等と意見交換を行う中学校

区教育ミーティングを28中学校区で実施しました。「防災教育」をテーマに，

校区内の実情や取組などを共有し，地域や家庭と学校の連携を深め，防災教育

の自校化にむけた取組を推進しています。 

② 学校適正配置の推進 

子どもたちのより良い教育環境の確保を目指して策定された「学校適正配置

基本方針」に基づき，複式学級や教室の不足が見込まれる緊急性の高い地域で

「地域検討会」が設立され，協議が行われました。その結果，地域の総意とし

て，笹山小学校は木崎学校に編入，鳥屋野小学校は大規模化への対応として増

築という方向性がまとまりました。 

また，すでに存続要望のあった学校区のコミュニティ協議会とは情報交換等

を行い，今後の学校のあり方について検討を継続しています。 

③ 市立幼稚園の再編について 

本市の幼児教育水準のさらなる向上に向けて，市立幼稚園が重点的に取り組

むべき教育内容の「選択」と施設や人材等の教育環境の効果的な「集中」を図

り，現在の市立幼稚園数を半数程度に再編する「市立幼稚園の今後の方向性～

果たすべき役割と再編の方針～」を策定し，年度始に公表しました。 

また，この方針に基づき，外部識者や私立幼稚園・保育園等の関係者から意

見聴取を行い，年度末に市立幼稚園再編実施計画（素案）を策定しました。 
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④ 一貫教育の検討 

新潟市一貫教育推進協議会において，公私立の幼稚園や保育園の各代表も参

加し，就学前から義務教育終了までの一貫教育について協議しました。下部組

織である小中一貫教育部会では，8つのパイロット中学校区において実践を行

い，情報を蓄積しました。また，幼・保・小連携部会では，接続カリキュラム

の検討を進めるとともに，公開保育等を通じて事業の周知を図りました。 

⑤ 基礎・基本を身につける教育の推進 

本市独自の単元評価問題の学校向けＷｅｂ配信を継続し，その結果や分析

から，単元別の基礎的・基本的な知識・技能の習得状況を把握することで，

授業改善に役立ててきています。 

また，中学生対象に放課後の時間を活用したアフタースクール学習支援事

業を実施し，数学・英語の基礎・基本を身に付けられるよう努めました。さ

らに，大学生などの学習支援ボランティアを引き続き各校に配置するなど，

学習支援環境を整備し，主体的に学ぶ意欲・態度を育成するとともに，児童

生徒一人一人の学力実態の的確な把握と，きめ細かな指導に努めました。 

本市独自に中学校２年生を対象に理科と英語の学力実態調査を行い，その

結果や分析から，基礎的・基本的な知識・技能等の習得状況を把握すること

で，授業改善に役立てました。 

その結果，全国学力学習状況調査では，小６，中３の国語Ａ，国語Ｂ，算

数Ａ，算数Ｂ，数学Ａ，数学Ｂの全ての調査問題で，全国平均以上となりま

した。 

⑥ 地域と学校パートナーシップ事業の充実 

学・社・民の融合による教育を推進する取組として，「地域と学校パートナ

ーシップ事業」を引き続き実施しました。事業に伴う，地域教育コーディネ

ーターは 297 名，学校支援ボランティアの活動機会は延べ 52,495 回，延べボ

ランティア数は 276,309 人となり，学校を中心とした地域コミュニティや地

域の教育力の一層の向上が図られました。 

また「地域と学校ドリームプロジェクト支援事業」において「ウェルカム

参観日」を市内 45 校で開催し，教育活動の公開，学校職員や参加者同士の交

流を深めることで事業の周知と推進を図りました。 

⑦ 大好きにいがた体験事業の取組 

新潟のよさを知り，新潟への愛着を育む学習活動を支援することを目的に，

平成 28年度に新規事業として取り組みました。平成 29年度は，小学校 28校，

中学校 6 校，高等学校 2 校，中等教育学校後期課程 1 校の推進校が新潟のよ

さをもとに総合的な学習の時間を充実させました。 

その成果を年度末に「にいがたきらっと発見 BOOK」にまとめ各学校に配付

しました。また，公民館，図書館，区役所等で閲覧できるようにしました。 
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⑧ 第 32 期新潟市社会教育委員会議の取組

第 32 期社会教育委員会議では，本市の生涯教育施策の方向性についてまと

めた前期の建議「新潟市の生涯学習のあるべき姿『ともに学び，育ち，創る』

～ゆたかな新潟をめざして～」を受け，新潟市及び新潟市民の「学習成果を生

かす循環型生涯学習」への取組を更に検証し，一層の振興を図るための方向性

を示す「『学びの循環』による人づくり」をテーマに建議を策定しました。 

２年をかけて，「学びの循環」の実践事例の調査や実践者からのヒアリング

を行い，効果や課題を抽出し，「学校」「社会教育施設」「地域」のそれぞれを

舞台に学びの循環を促進し，より豊かにしていくことで，人づくり・地域づく

りの好循環が生まれていくと提言しています。 

⑨ 新潟市いじめ防止市民フォーラム（教育フォーラム 2017）の実施

「いじめは人権侵害であり，人権侵害はどのような理由があっても許されな

い。」ということについての市民の意識を高め，いじめの防止を確実に行うた

めに，本フォーラムを開催しました。

フォーラムの第 1 部では新潟市教育委員会より，新潟市のいじめの実態やい

じめ防止に向けた市・学校の取組について説明をしました。

第 2 部の前半では，上越教育大学大学院学校教育科 高橋知己准教授から「い

じめの様態と学校対応を考える」というテーマで講演いただきました。第 2
部の後半では，引き続き高橋准教授から，「いじめの早期発見のためのアンケ

ートの方法について考えてみましょう」というテーマで，参加者とともに，よ

り有効なアンケートは何かを，それぞれの立場や視点から意見交換しました。

フォーラムをとおして参加者全員が，子どもの健やかな成長のために，学

校・社会教育機関・地域住民・家庭等が相互に連携し，いじめを生まない風土

づくりといじめ防止に努めることが大切であることを認識しました。

⑩ 子育て支援について

家庭の教育力の向上を図ることを目的に，出産前から中学生期までの子ども

の成長にあわせた家庭教育学級を開催し，子育てに必要な情報や課題を学び，

親として子どもとどう向きあっていくかを考え，保護者同士のネットワークづ

くりを支援することができました。また，平日の講座に参加できない保護者に

対しても土日や祝日に講座を開催して，学習の場を提供しました。

⑪ 第二次新潟市子ども読書活動推進計画による読書活動の推進

平成 27 年 3 月に策定した第二次計画（平成 27～31 年度）に基づき，図書館

をはじめ，家庭，保育園・幼稚園，学校，地域において，子どもの読書環境の

整備を進めました。 

ブックスタート事業や家族で一緒に読書を楽しむ「うちどく」を引き続き実

施したほか，子育て世代の図書館利用を促す「赤ちゃんタイム」を拡大し，全

図書館で実施しました。 

また，学校図書館活用推進校の指定や，東・西特別支援学校と明鏡高校の司

書配置などにより，全市立学校の学校図書館の充実に努めました。 

付議　18



○評価分布 （評価対象51指標） 

　・目標を上回って達成…１３．７％　　　　・目標を概ね達成…７２．５％　　　　　　・目標をもう少しで達成…９．８％
　・目標を下回った…３．９％　　　　　　　　・目標を大きく下回った…０．０％

1 1--(1) 社会の変化や新たな課題に対応できる教育の推進 4.3

1--(2) 学び続ける資質・能力を育むキャリア教育の推進 4.0

1--(3) 基礎・基本を身に付ける教育の推進 4.1

1--(4) アグリ・スタディ・プログラムの推進 4.0

1--(5) 学習習慣の定着 5.0

1--(6) 読書活動の推進と新聞活用の充実 3.3

2 2--(1) いのちの教育・心の教育の推進 4.1

2--(2) 一人一人の成長を促す生徒指導の推進 3.2

2--(3) 体験活動・ボランティア活動の充実 3.5

2--(4) 文化・芸術活動体験の推進 5.0

2--(5) 体力づくりの推進 4.5

2--(6) 健康づくりの推進 3.5

2--(7) 食育の推進 2.8

2--(8) 青少年の健全育成の推進 4.2

3 3--(1) 地域学習の充実 5.0

3--(2) 外国語教育・国際理解教育の充実 4.5

3--(3) 情報教育の充実とICTを活用した教育の取組 4.7

3--(4) 主体的な取組を促す環境教育の推進 4.5

3--(5) 海外帰国・外国人児童生徒への教育の推進 4.0

4 4--(1) 子ども一人一人のニーズと課題に対応した特別支援教育の推進 5.0

4--(2) 特別支援教育のサポート体制の推進 5.0

4--(3) 早期からの就学相談・支援の充実 5.0

5 5--(1) 新潟市にふさわしい小中一貫した教育の取組 4.0

5--(2) 幼児教育の充実と幼保小連携の推進 4.0

6 6--(1) 人権教育，同和教育の推進，男女平等教育の推進 4.6

6--(2) 交流 ・ 体験活動の推進 4.0

7 7--(1) 家庭教育充実への支援 4.3

7--(2) 子育て支援の充実 4.0

8 8--(1) 主体的な学習を支えるシステムづくり 4.0

8--(2) 学び育つ各世代への支援 4.3

8--(3) 地域における生涯学習活動への支援 5.0

9 9--(1) 地域と共に歩む学校づくりの推進 4.5

9--(2) 広報広聴活動の推進 4.0

9--(3) 学校・地域・NPO等の協働の推進 4.5

9--(4) 高等教育機関及び企業との連携推進 4.7

9--(5) 子ども・保護者・地域住民の学校運営への参画 4.0

9--(6) 市民の生涯学習施設運営への参画 4.5

10 10ー(1) 防災・安全教育の充実 4.0

10--(2) 保護者や地域と連携した安心な学校づくりの推進 4.0

10--(3) 安全な学校施設 4.0

10--(4) 学びを支援する体制の整備と充実 4.1

11 11--(1) 効果的な指導を支援する施設設備の充実 4.0

11--(2) コミュニティの拠点としての学校整備 4.0

11--(3) 学校施設の整備 4.0

11--(4) 生涯学習施設を核とした学習環境の整備 3.7

12 12--(1) 教育関係職員の研修プログラムの充実 4.7

12--(2) 教職員への支援体制の充実 2.7

12--(3) 信頼される教職員の採用・登用・配置 4.0

12--(4) 教育関係職員の人事管理の適正化 4.0

13 13--(1) 新潟らしい教育改革の推進 4.0

13--(2) 効果的・効率的な執行体制の整備

13--(3) 教育情報の収集と発信 4.0

13--(4) 学校適正配置

13--(5) 教育施策の管理と適切な評価 4.0

5.0

校種間・学校間連携を活かした特色あ
る学校・園づくり

確かな学力の向上

豊かな心と健やかな体の育成

人権を守り共に支え合う社会の推進

創造性に富み，世界と共に生きる力の
育成

ニーズと課題に応える教育行政の創造

 凡例
 目標を上回って達成　…５
 目標を概ね達成　　　…４
 目標をもう少しで達成…３
 目標を下回った　　　…２
 目標を大きく下回った…１

基本施策（13施策）
施　　　　策 　 （54施策）

網掛…【NEXT】＆【NEW】に該当する施策

共生社会の実現を目指すインクルーシ
ブ教育システムの推進

H２９施策評価

4.2

4.3

（後期進捗）

4.4

4.1

生涯を通じて学び育つ学習機会の充実

4.0

4.0

地域と学校・社会教育施設が協働する
教育の推進

家庭教育の充実と子育て支援

学びのセーフティネットの構築に向け
た取組の推進

学校教育･生涯学習環境の基盤整備

市民に信頼される教育関係職員の育成

Ⅱ　新潟市教育ビジョンの施策評価について
　　　新潟市教育ビジョンの平成29年度の実施状況について，有識者の知見を活用した評価を以下に示します。

１　平成29年度施策評価一覧
全施策の平均 ４．１７　（NEXT&NEWの平均 ４．２２）

3.8

3.9

4.5

3.9

4.0

4.4
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２　主な施策・事業の評価状況　　

主な事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 20.0 50.0 75.0 85.0
進捗状況 - 42.5 72.0 85.0

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 92.0 95.0 100.0 100.0

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 56 56 56 56
進捗状況 - 56 56 56

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 1.0 1.0 1.0 1.0
進捗状況 1 1.0 1.0 1.0

Ⅳ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 実施 実施 実施 実施
進捗状況 実施 実施 実施 実施

主な事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 61.7 61.9 104.0 104.0 104.0
進捗状況 70.7 68.5 63.5 106.4

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 59.7 59.9 104.0 104.0 104.0
進捗状況 73.4 56.0 50.0 103.3

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 53.2 53.4 104.0 104.0 104.0
進捗状況 67.3 66.1 49.0 101.9

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 61.2 61.3 104.0 104.0 104.0
進捗状況 62.8 48.2 52.0 102.3

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 84.0 84.5 85.0 86.0
進捗状況 83.1 87.7 87.4 88.7

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 70.5 71.0 72.0 73.0
進捗状況 69.8 70.7 74.4 74.3

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 80.0 80.5 81.0 84.0
進捗状況 79.1 85.0 84.2 86.1

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 70.0 71.0 72.0 73.0
進捗状況 69.0 70.5 71.6 73.2

・アフタースクール学習支援事業

「NEXT」＆「NEW」に該当する施策を取り上げています。

児童質問紙「学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりするこ
とができていると思いますか」で，肯定的な回答をした児童（小６）の割合（％）

指標1

指標3

H29評価

4

H29評価

　１　確かな学力の向上

基礎・基本を身に付ける教育の推進

H29評価

生徒質問紙「学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりするこ
とができていると思いますか」で，肯定的な回答をした生徒（中３）の割合（％）

指標2

H29施策評価

指標6

１－（３）

●施策の目標

4
児童質問紙「授業では，自分の考えを発表する機会が与えられていたと思いますか」
で，肯定的な回答をした児童（小６）の割合（％）

H29評価

H29評価

5

全国学力調査Ｂ問題（中３・国語）で全国平均を上回った児童の割合（％）→H29～全国学力調査
Ｂ問題（中３・国語）で全国平均正答率に対する新潟市平均正答率の割合（％）

指標4

4

指標8

全国学力調査Ｂ問題（中３・数学）で全国平均を上回った児童の割合（％）→H29～全国学力調査
Ｂ問題（中３・数学）で全国平均正答率に対する新潟市平均正答率の割合（％）

指標5

H29評価

・学力実態調査

１－（１） 社会の変化や新たな課題に対応できる教育の推進 H29施策評価

指標7
生徒質問紙「授業では，自分の考えを発表する機会が与えられていたと思
いますか」で，肯定的な回答をした生徒（中３）の割合（％）

H29評価

・学習支援員派遣事業
・理数大好きプロジェクト

全国学力調査Ｂ問題（小６・国語）で全国平均を上回った児童の割合（％）→H29～全国学力調査
Ｂ問題（小６・国語）で全国平均正答率に対する新潟市平均正答率の割合（％）

全国学力調査Ｂ問題（小６・算数）で全国平均を上回った児童の割合（％）→H29～全国学力調査
Ｂ問題（小６・算数）で全国平均正答率に対する新潟市平均正答率の割合（％）

「アクティブ・ラーニング」を実施した学校の割合（％）

H29評価指標3 放課後の学習支援をする中学校（校）

ESDを自校の教育活動に位置付けている学校の割合（％）

4

指標5

4.1

指標4

環境教育事業の実施 H29評価

5

・持続可能な開発のための教育(ESD)推進事業
・「アクティブ・ラーニング」による教育活動の推進

4

環境教育に関する実践的な取組を広報する（回） H29評価

●施策の目標

指標1

H29評価

4

指標2

・学力定着支援事業

H29評価

4

継続した授業改善の取組により，全国学力調
査で，全国平均正答率を上回った。

○【全国学力・学習状況調査による学力実態：正
答率】
・国語Ａ　　小学校：77.9％(全国比+3.1)

中学校：77.4％(全国比 0)
・国語Ｂ　　小学校：61.2％(全国比+3.7)

中学校：73.6％(全国比+1.4)
・算数数学Ａ　小学校：81.2％(全国比+2.6)

中学校：66.1％(全国比+1.5)
・算数数学Ｂ　小学校：48.3％(全国比+2.4)

中学校：49.2％(全国比+1.1)

○算数・数学の単元評価問題等の配信を継続し
た。活用方法が定着してきていると同時に，「指
導の要点」をもとに指導を行い，評価問題に取り
組む学校が増えてきた。

○理科支援員配置の希望の募集を行い，92校
の希望があり，これまでの配置状況を検討し，今
年度39校に理科支援員を配置した。各校で有効
に活用され，理科の授業の観察・実験等が円滑
に進められ，大変助かっているという声が寄せら
れている。

○授業改革の三つの重点として「質の高い学習
課題」「主体的・対話的で深い学び」「振り返りの
確実な実施」を掲げ，指導主事訪問，各種研修
の機会に繰り返し周知徹底した。指導主事訪問
で参観した授業では，ペアやグループによる話し
合い，学び合い，ファシリテーションを取り入れた
授業を通して，児童生徒が自分の考えを発表し
たり，考えを深めたりする場面が多く見られた。

4.3

4

4

4

H29評価

【NEXT５】

【NEXT５】
○確かな学力・豊かな心・健やかな身体を育
む教育を進めます。

○確かな学力・豊かな心・健やかな身体を育
む教育を進めます。

すべての学校が，「アクティブ・ラーニング」を
取り入れた教育活動を実施した。

○第１回の研究主任研修会では，「アクティブ・
ラーニング」による主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた各校の校内研修の進め方につい
て学び合うことができた。その結果，多くの学校が
見通しをもって取り組んでいることが計画訪問，
要請訪問の様子から分かった。

○学校訪問を通じて「アクティブ・ラーニング」に
よる主体的・対話的で深まりのある授業を推進す
るよう働き掛けてきた。その結果，教職員一人一
人が「アクティブ・ラーニング」を進めることで，社
会の変化や課題に適切に対応できる力を育むこ
とができるという意識を高めることができた。また，
ようやく，ESD（持続可能な開発のための教育）の
概念が各教職員に浸透してきている。

○5月にアフタースクール学習支援員連絡会を
行い，今年度の概要を説明した。6月からアフ
タースクールの講座を開始した学校もある。全体
での一斉授業と個別支援の両面から，生徒の能
力やニーズに応じた学習支援を展開している。
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主な事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 100.0 100.0 100.0 100.0

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 25.0 50.0 75.0 100.0 100.0
進捗状況 - 25.0 50.0 75.0

主な事業 ・学校図書館活用推進校事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0
進捗状況 77.2 75.6 46.8 74.7

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0
進捗状況 55.1 62.1 55.2 71.9

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0
進捗状況 12.1 12.3 11.8 11.4

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 2.8 2.8 2.8 2.8
進捗状況 2.7 1.0 1.1 1.6

主な事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 66.7 66.7 67.0 70.0
進捗状況 61.1 83.3 69.2 90.9

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 97.0 97.0 100.0
進捗状況 96.2 99.1 95.8 97.4

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 97.0 95.0 100.0
進捗状況 94.5 96.3 98.1 94.2

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 0.38 0.38 0.38 0.40
進捗状況 0.40 0.40 0.44 0.56

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 2.65 2.62 2.60 2.64
進捗状況 2.69 2.64 2.64 3.11

○確かな学力・豊かな心・健やかな身体を育
む教育を進めます。

いじめ未然防止に関する取組が進んでいる。

○「新潟市いじめの防止等のための基本的な方
針」の改定に伴い，この説明会を，校長を対象と
して実施し，本市のいじめ対応の考え方や体制・
組織等についての周知を図った。

○児童・生徒の自律性・社会性の育成及び問題
行動への適切な対応に向けて，学校訪問等の機
会をとらえて，生徒指導ガイドブック・リーフレット
の内容に基づいた指導・支援を行った。

○各学校からの欠席報告を確実に行い，各区教
育支援センター，教育相談センター，訪問教育
相談員，各区教育相談室など，不登校に関わる
機関で情報を共有し，不登校の未然防止の意識
を高めた。不登校数の多い学校には，直接学校
訪問し，減少に向けた取組について指導した。し
かし，不登校は増加傾向であった。不登校の改
善・解消も見られたが，新たな不登校の発生が上
回ったためである。したがって，これまでの取組を
強化・継続するだけでなく，初期対応に重点を置
いた新たな不登校の未然防止策が必要である。

●施策の目標

4

●施策の目標

指標5

１－（４） アグリ・スタディ・プログラムの推進

　２　豊かな心と健やかな体の育成

中学校　不登校（30日以上欠席）発生率（％）

アグリ・スタディ・プログラム評価・サポート委員会によるプログラムの検証率
（％）

H29評価指標2

指標1
「アグリ・スタディ・プログラム」に基づく体験学習を実施している小学校の割
合（％）

H29評価

4

5

１－（６） 読書活動の推進と新聞活用の充実

・学校図書館支援事業
・学校図書館支援センター事業

4

・新聞活用の推進

H29評価

2

4

読書活動推進により，中学校で不読率が改
善方向を示してきた。

○平成29年度学校図書館活用推進校実践報告
会を2月に行った。報告会を区ごとに行うこと，説
明会と報告会に管理職も参加することによって，
全校体制で学校図書館を活用した実践が多く行
われ，あわせて中学校区での実践も広がった。

○新任学校司書研修は研修項目を増やし内容
を充実させて6回実施した。学校司書実務研修
は，全員を対象とした「学校図書館とＮＩＥ－新聞
を活用しよう」や各学校図書館支援センターの研
修を実施し，学校司書のスキルアップや業務の
平準化を進めた。

○新聞活用教育（NIE)推進校として，各区1校
（小学校8校・中学校8校）を4月に指定し，新聞を
配備。各校の新聞活用計画に基づき実践を進め
た。

3

指標2
学校図書館を活用した授業を「学期に数回程度」行った中学校の
割合（％）

H29評価

5

指標4
ほぼ毎日新聞を読む中学生の割合が，全国平均を上回る（ポイント）→H29
～週に1回以上新聞を読む中学生の割合が，全国平均を上回る（ポイント）

●施策の目標

指標1
学校図書館を活用した授業を「月に数回程度」行った小学校の割
合（％）

H29評価

指標3 中学生の不読率（％）

・カウンセラー等活用事業

H29施策評価

指標1
新潟市生活・学習意識調査の「自律性」「社会性」にかかわる質問項目のう
ち、肯定的な回答が前年度の数値を上回った項目の割合（％）

H29評価

4

一人一人の成長を促す生徒指導の推進

・いじめ対策等生徒指導推進事業

指標4 小学校　不登校（30日以上欠席）発生率（％） H29評価

H29評価

２－（２）

指標3
中学校 いじめ解消率（％）※「解消率」…「解消」と「一定の解消」を合わせ
たものの割合

H29評価

・教育相談ネットワーク事業

1

指標2
小学校 いじめ解消率（％）※「解消率」…「解消」と「一定の解消」を合わせ
たものの割合

H29評価

○子どもの読書活動を推進するとともに，市
民が自ら課題解決を図るための読書環境を
充実していきます。

3.3

すべての小学校が「アグリ・スタディ・プログラ
ム(ASP)」に基づく体験学習を実施した。

○ASP総合推進会議の検討内容を受け，各区小
学校代表校長（8名）と代表中学校長（4名）から
なるASP推進委員会を5月24日に開催した。そこ
では，総合推進会議で示された方向性に基づい
て，各区において具体的にどのように取り組むか
について情報交換を行った。

○教職員向けのASP研修会を4回開催した。そこ
では，搾乳体験などのASPの体験プログラムを実
際に体験するとともに，それを取り入れた具体的
な指導方法についての研修を行った。参加者か
らは，すぐに自分の実践に活用できる研修内容と
の評価を得た。

H29評価

【NEXT５】

4.0

3.2

H29施策評価

1

H29施策評価 【NEXT５】
○確かな学力・豊かな心・健やかな身体を育
む教育を進めます。

【NEXT５】

・「アグリ・スタディ・プログラム」に基づく体験学習の推進事業
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主な事業 ・外国語指導助手（ALT）配置事業
・国際交流事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 75.0 75.0 82.0 80.0
進捗状況 74.5 73.8 81.1 78.2

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 56.5 56.5 57.0 61.0
進捗状況 56.0 54.6 56.7 60.6

主な事業

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 66.6 66.6 70.0 90.0 70.0
進捗状況 65.7 60.3 98.0 100.0

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 51.0 51.0 55.0 55.0 55.0
進捗状況 50.0 50.0 97.0 98.2

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 92.0 95.0 100.0 100.0

主な事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
進捗状況 85.0 81.8 82.1 85.0

○世界とともに生き創造性を発揮する新潟の子
どもや市民の育成を目指し，コミュニケーション
能力向上とICT活用への取組を進めます。

【NEW５】

【NEW５】
○世界とともに生き創造性を発揮する新潟の子
どもや市民の育成を目指し，コミュニケーション
能力向上とICT活用への取組を進めます。

【NEW５】
○世界とともに生き創造性を発揮する新潟の子
どもや市民の育成を目指し，コミュニケーション
能力向上とICT活用への取組を進めます。

4.0

4

●施策の目標

指標1
日本語指導協力者の指導により，日常会話ができるようになった子どもの
割合（％）

H29評価

H29評価

３－（５） 海外帰国・外国人児童生徒への教育の推進 H29施策評価

・日本語指導協力者派遣事業
・外国人児童生徒への支援体制の整備

指標3 「アクティブ・ラーニング」の実施した学校の割合（％） H28評価

●施策の目標

指標1
新潟市生活・学習意識調査（小6）で「外国語活動の勉強が好き」と回答した
児童の割合（％）

4.5

H29評価

5

指標2
新潟市生活・学習意識調査（中3）で「外国語活動の勉強が好き」と回答した
生徒の割合（％）

H28評価指標2
コンピュータ等（タブレットPCを含む）の情報通信技術を活用して，子どもが学び
合う協働学習や課題解決型の学習指導を実施した中学校教職員の割合（％）

指標1

３－（３） 情報教育の充実とICTを活用した教育の取組

外国語教育・国際理解教育の充実

・外国語教育支援事業

4

5

4.7

コンピュータ等（タブレットPCを含む）の情報通信技術を活用して，子どもが学び
合う協働学習や課題解決型の学習指導を実施した小学校教職員の割合（％）

H28評価

H29施策評価

・タブレット等ICT活用研修（教職員研修）

３－（２）

4

●施策の目標

　３　創造性に富み，世界と共に生きる力の育成

5

H29施策評価

海外帰国・外国人児童生徒が学校生活にス
ムーズに適応できた。

○各学校から要請のあった対象児童生徒38名
（26か校）に対して，延べ26名の日本語指導協力
者を派遣した。

○母語がわかる支援員の派遣も継続して行った
ことで，日本語の上達だけでなく，対象児童生徒
の生活が落ち着き，学校生活にスムーズに適応
できたという事例が報告されている。

小・中学校で，情報通信技術を活用した協働
学習や課題解決型の学習指導の実施が着実に
増えている。

○タブレット端末の写真機能や動画撮影機能を
使用して，授業に視覚的効果を加え，見て，比べ
て，考える授業が多くなっていることが，計画訪
問や要請訪問からうかがえた。また，タブレット端
末を活用して，児童生徒が主体的に対話をする
授業も増えてきた。タブレット端末活用に関する
研修については，年々教員の受講者が増えてい
る。

小学校英語を含め，様々な研修により，英語
授業の充実を図った。

○全校にALTを配置し，外国語活動・外国語の
授業の充実を図った。また，毎月ALTの定例研
修会を実施し，研修内容を学校現場に報告し，
成果物等を教材化し，授業に生かしてもらった。

○9月20日に小学校，10月18日に中学校，10月
30日に高等学校，合計3校の研修協力校による
公開授業を行った。その実施に向け，3校合同の
指導案検討会を行った。小学校中学校において
は，それぞれ外部専門機関から指導者を招聘
し，指導案検討を行った。

○中学校教員の英語指導力向上を図るために，
外部専門機関より講師を招聘し，研修会を実施
した。

○公開授業に向け，必要な教材等を購入した。
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主な事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
進捗状況 1,500 1,616 1,585 1,749

主な事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 300 350 310 350
進捗状況 280 331 315 362

主な事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 発足 3 2 2
進捗状況 - 発足 3 2

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 - 4 8 24 40
進捗状況 - - 4 8

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 56 56 56 56 56
進捗状況 - 55 56 56

【NEW５】
○未来の新潟を担う子どもたちの生きる力
の育成のため，校種間の連携をさらに進め
ます。

【NEW５】
○共生社会の実現を目指すインクルーシブ
教育システムの構築に向けた取組を始めま
す。

H29施策評価

5

　４　共生社会の実現を目指すインクルーシブ教育システムの推進

H28評価

4

４－（１）

４－（３）

・早期からの就学支援の推進

H28評価

5.0

早期からの就学相談・支援の充実 H29施策評価

5

・インクルーシブ教育システム構築の推進事業

●施策の目標

5.0

H29施策評価

○共生社会の実現を目指すインクルーシブ
教育システムの構築に向けた取組を始めま
す。

4

4

新潟市にふさわしい小中一貫した教育の取組

4.0

H28評価

入学支援ファイルの活用件数（年度ごとの数）

●施策の目標

指標1

指標1

新潟市一貫教育推進協議会（回）

　５　校種間・学校間連携を活かした特色ある学校・園づくり

・学校間連携推進事業

子ども一人一人のニーズと課題に対応した特別支援教育の推進

指標2
新規パイロット事業実施中学校区数（延べ数）→H29～新潟市にふさわしい
小中一貫した教育に取り組んだ中学校区数（延べ数）

・小中一貫教育パイロット事業

指標3 学び方等，共通の取組を設定した中学校（校区数）

指標1

●施策の目標

５－（１）

H28評価

H28評価

【NEW５】

各年度内に特別支援教育に関する公的研修を受講した教員（幼・小・
中・高）（人）

小中一貫教育についてのリーフレットを作成
配付し，一貫教育の方向性を周知することがで
きた。

○小中一貫教育部会では，共通プログラムと独
自プログラムを整理するとともに，パイロット中学
校区の取組をリーフレットにまとめた。リーフレット
を全市立学校に配付することで，新潟市の小中
一貫教育の方向を示すことができた。

○ほとんどの中学校区で学力や生徒指導に関す
る小中の情報交換が実施されており，6年生の体
験入学など，児童生徒の交流も進んでいる。小
中の円滑な接続のために，具体的な取組が行わ
れている。また，夏休みを中心に小中教員の合
同研修も計画・実施されており，新潟市が計画し
ている小中一貫教育の動向について先取りで研
修を行う中学校区もある。重点とする学び方を小
中でそろえるなど，小中一貫教育の実施に向け
て，各中学校区で準備が進んできている。

特別支援教育に関する公的研修を通じて，イ
ンクルーシブ教育システムの認識が高まった。

○コーディネーター研修会１回，合理的配慮セミ
ナー研修会3回を計画通り実施。充実した内容に
なり，専門性向上に寄与した。

○総合教育センターの研修会では11の講座を企
画運営して，452名の参加者があった。職員それ
ぞれのキャリアに応じた研修の機会を提供し，専
門性の向上に寄与した。

○通級指導教室担当者を対象にした研修会や
部会を開催し，個々のスキルアップと情報の共通
理解ができた。

小学校新入学生の「入学支援ファイル」のよ
り一層の活用のため，目的や活用例を説明し
た。

○就学前の保護者・幼児教育・保育・療育・相談
機関からの願いと支援情報を学校に引き継ぎ，
個別の教育支援計画作成ツールである「入学支
援ファイル」を，相談に来た保護者に説明した上
で配付した。

○小学校新入生の「入学支援ファイル」の活用状
況調査において，「入学支援ファイル」の提出数
は362人であり，全新入生に対し，5.6％の割合で
ある。特別支援学級在籍児童の提出数の割合は
87.4％であった。年度初めに市内全小学校に
「入学支援ファイル」を配付し，目的や活用方法
について説明し，連携を促した。
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主な事業

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 10.0 95.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 - 90.0 100.0 100.0

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 10.0 40.0 70.0 70.0 70.0
進捗状況 - 30.0 72.0 72.0

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 27.3 90.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 - 81.2 100.0 100.0

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 18.1 63.6 90.0 90.0 90.9
進捗状況 - 54.5 90.0 90.0

主な事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
進捗状況 84.5 122.5 112.5 92.0

Ⅳ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 実施 実施 実施 実施
進捗状況 - 実施 実施 実施

Ⅳ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 実施 実施 実施 実施
進捗状況 - 実施 実施 実施

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 12.2 12.4 13.2 13.1
進捗状況 12.1 13.1 13.1 13.0

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 72,000 72,800 90,000 99,000
進捗状況 69,600 83,157 94,580 98,077

主な事業

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 1,240 1,270 1,640 1,670 1,700
進捗状況 1,210 1,531 1,611 1,664

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 2.00 2.10 49 51 53
進捗状況 1.93 1.97 2.02 49

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 4 4 20 24 27
進捗状況 - 4 4 24

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 66 67 94 103
進捗状況 66 72 89 103

【NEXT５】

各種の研修会を通じて，幼・保・小の接続カリ
キュラムについての意識・理解が高まった。

○10月17日，小合東幼稚園で新潟市一貫教育
推進協議会幼保小連携部会主催による幼保小
連携研修会を実施し，幼児教育及び小学校接続
アプローチ・カリキュラムについての幼児教育関
係職員，小学校教員の意識及び理解が高まっ
た。

○保育園・私立幼稚園・こども園の研修会と市立
幼稚園の研究保育・研修会が相互に案内され，
参加することにより，幼・保等の連携が図られた。

○子育てや各世代の学びに対する支援に努
め，地域の教育力の活用を推進します。

隣接する小学校区における，幼稚園，保育園，小学校等の職員を交えた研
究保育を年間複数回実施した市立幼稚園の割合（％）

指標1 1校あたりの学校支援ボランティア（延べ人数）

文化祭・芸能祭等の実施

4.3

H29評価

H29評価

　８　生涯を通じて学び育つ学習機会の充実

８－（２） 学び育つ各世代への支援

・にいがた市民大学開設事業 ・現代的課題を学ぶ公民館事業

指標4

4

幼稚園・保育園との連携の充実を図り，小学校への円滑な接続を図るため
の教育懇談会を実施した小学校の割合（％）

H29評価

・幼保小合同研修会 4.0

4

指標3

接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている小学校の割合（％）

接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている市立幼稚園の割合
（％）

指標2

指標1

○未来の新潟を担う子どもたちの生きる力
の育成のため，校種間の連携をさらに進め
ます。

H29施策評価

5

H29施策評価

H29評価

H29評価

4

指標3

指標1

５－（２）

H29評価

　９　地域と学校・社会教育施設が協働する教育の推進

●施策の目標

９－（１）

・ふれあいスクール事業
・公民館出前型事業

児童書の貸出冊数（冊）12歳以下の子ども1人あたり）

H29評価

地域と共に歩む学校づくりの推進

H29評価

H29評価

H29評価

4

H29施策評価

5

5

H29評価

4
ふれあいスクール週当たり開催（日数）→H29～ふれあいスクール
年間開催（1校当たり日数）

指標4

指標5 レファレンス受付件数（件） H29評価

4

指標2

指標2

土曜プログラムモデル実施校数（校）→H29～土曜プログラム活用
校数（校）

指標3

指標4

4

にいがた市民大学の受講率（％）

・学習成果を発表する場の提供 ・子どもの読書環境の整備
・子どもが読書に親しむ機会の充実
・仕事やくらしの課題解決のための情報提供事業

●施策の目標

4

公民館出前型事業の実施校数（校）

H29評価

●施策の目標

幼児教育の充実と幼保小連携の推進

・幼保小連携推進事業

現代的課題を学ぶ事業の実施

4.5
・地域と学校パートナーシップ事業

市民の学習活動の場の確保に努めた。

○にいがた市民大学では，前期講座で講義形式によ
り大学コンソーシアム連携講座を実施したり，市民
ニーズを講座企画に盛り込む等，時代や社会の要請
に応えた専門性の高い講座を合計5講座開設し，市
民の学習要求に応えた。後期講座では，ゼミナール
形式で3講座を開設し，講師の指導のもと少人数で主
体的な学習を進めた。また，学んだ成果をレポート集
としてまとめ，中央図書館等に配置した。

○「第二次新潟市子ども読書活動推進計画」に基づく
事業の実施
・ブックスタート事業を継続実施し，家庭での読み聞
かせの大切さを伝えるとともに，親子のコミュニケー
ションづくりのきっかけとなるよう働きかけた。（3月末時
点で5,594名に実施）
・赤ちゃんタイムの実施館を全図書館（19館）に拡大
し，赤ちゃんと来館する方が気軽に利用できる環境の
整備を進めた。
・「こどもとしょかんウォークラリー」を開催し，読書の楽
しさと関心を高める機会を提供した。（児童1,537名が
参加）

学校とボランティア，そして公民館等の協働
がより一層進んだ。

○ふれあいスクール事業は，平成29年度に小学
校67校で実施した。また，ふれあいスクール運営
主任の研修会には，放課後児童クラブの支援員
も参加し，ふれあいスクールと放課後児童クラブ
の連携についての研修や情報交換を行うことで
共通理解を図ることができた。ふれあいスクール
事業合同研修会参加者数は，第1回研修会6月
実施　参加者214名　うち放課後児童クラブ支援
員49名，第2回研修会10月実施　参加者183名
うち放課後児童クラブ支援員42名。

○公民館出前型事業は，公民館と地域教育コー
ディネーターと協働しながら講座の企画と運営を
し，地域団体と連携して防災講座や家庭教育講
演会，夏休みを利用した体験講座などを実施し
た。

○学・社・民の融合による教育を推進しま
す。

【NEXT５】

【NEW５】
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主な事業 ・高等教育機関活用推進事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 2 3 3 4 0
進捗状況 1 2 3 4 0 0

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
進捗状況 84.5 122.5 112.5 92.0 0.0 0.0

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 9 9 9 9 9
進捗状況 9 11 11 10 0 0

主な事業

H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 34 68 102 136
進捗状況 8 34 69 102

主な事業

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 100.0 100.0 100.0 100.0

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 100.0 100.0 100.0 100.0

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 100.0 100.0 100.0 100.0

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 100.0 100.0 100.0 100.0
進捗状況 100.0 100.0 100.0 100.0

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 2.00 2.10 49 51 53
進捗状況 1.93 1.97 2.02 49

Ⅰ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 4 4 20 24 27
進捗状況 - 4 4 24

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 56 56 56 56
進捗状況 - 56 56 56

就学援助事業，奨学金貸付事業を着実に実
施し，保護者や採用者に対しての経済的負担
の軽減を図った。

○就学援助は，私立学校も含めて全ての小・中
学校で，年2回（４月，１０月）保護者全員に「就学
援助制度についてのお知らせ」を配付した。児童
生徒数58,567人のうち，認定者14,599人の保護
者に対して，学校にかかる学用品費や給食費等
の一部を援助し，保護者の経済的負担の軽減を
図った。また、小学校の新入学学用品費の早期
支給に向け調整を図り3月支給を行った。

○奨学金制度は，募集定員117人に対し，募集
定員を上回る136人の申請があった。選考基準を
満たす130人を採用決定し，貸し付けを行い，高
等教育の機会均等を図った。本市への定住促進
を図るため，返還者に「返還特別免除制度」チラ
シを納付書に同封した。

○社会人奨学金制度は，募集定員9人に対し，2
人の申請があった。申請者全員が選考基準を満
たし採用を決定し，キャリアアップを目指す社会
人学生に対して経済的支援を行った。

4

指標4 奨学生（社会人）の採用率（％） H29評価

4

H29評価

4.7

【NEW５】
○学校や公民館・図書館などにおいて，多様な
ニーズに応じた学習機会の充実を図るため，企
業や民間団体と連携する取組を始めます。

4

H29評価

4

９－（４）

H29評価

H29評価

5

奨学生（高校～大学院）の採用率（％）

5

指標7 放課後の学習支援をする中学校（校）

●施策の目標

高等教育機関及び企業との連携推進

指標1

にいがた市民大学の受講率（％）

・図書館と教育機関・企業との連携・協力

高等教育機関からの専門的な情報提供，指導等を受けている教育
課題（課題）

指標3 H29評価

H29施策評価

H29評価

10－（１）

指標2

防災・安全教育の充実 H29施策評価

連携・協力の実施状況（連携事業数）（件）

指標1

土曜プログラムモデル実施校数（校）→H29～土曜プログラム活用
校数（校）

H29評価

ふれあいスクール週当たり開催（日数）→H29～ふれあいスクール
年間開催（1校当たり日数）

・就学援助事業
・奨学金貸付事業（高校～大学院）

学びを支援する体制の整備と充実

指標3

●施策の目標

10－（４）

指標5

・「防災教育」学校・地域連携事業（ふるさと新潟防災教育推進事
業）

・社会人奨学金貸付事業

就学援助制度の保護者への周知率（％）中学校

指標6

●施策の目標

指標1 就学援助制度の保護者への周知率（％）小学校 H29評価

4

指標2

「防災教育」学校・地域連携事業指定校数（校・累計） H29評価

　10　学びのセーフティネットの構築に向けた取組の推進

4.0

4.1

【NEW５】
○ニーズと課題に迅速に対応できる教育行
政のシステムづくりと学びのセーフティネット
の整備を進めます。

H29施策評価

5

H29評価

4

4

4

○ニーズと課題に迅速に対応できる教育行
政のシステムづくりと学びのセーフティネット
の整備を進めます。

高等教育機関・企業等と連携・協力し，多様
なニーズに応じた学習機会を提供した。

○明鏡高等学校では，「高等学校における個々の能
力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業」指定を
受け，障がいのある生徒に対して，個々の障がいの改
善・克服を目的とした個別の指導を取り入れていくた
めに，通級指導教室での指導について研究を推進し
てきた。また，個々の生徒の能力・才能を効果的に伸
ばすことができるよう，各教科・科目の授業を改善し，
工夫するための研究を行った。

○新潟IPC財団や中小企業診断士協会新潟県支部，
新潟県行政書士会，新潟雇用労働相談センターと
いった複数の関連機関と連携して事業を行うことで，
図書館の資料に加え，市民に対して幅広い情報の提
供ができた。

「防災教育」学校・地域連携事業により，小中
学校及び地域と連携した自校化プログラムの作
成が進んでいる。

○「防災教育」学校・地域連携事業に33校を指
定し，各中学校区における防災教育の現状と課
題を共有し，小中及び地域と連携した自校化プ
ログラム作成について協議を行っている。

○各実践校では，地域と連携した避難訓練を行
うなどの取組が行われるようになり，少しずつ地
域と連携した取組が広がってきた。

【NEW５】
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主な事業

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 34.0 68.0 90.0 100.0 100.0
進捗状況 5.0 34.0 68.0 90.0

Ⅳ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 調査・研究 調査・研究 導入方法検討 計画策定 開発
進捗状況 - 調査・研究 調査・研究 調査検討

主な事業

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 80.0 85.0 85.0 88.5
進捗状況 80.0 87.0 87.5 88.1

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 102 108 110 128
進捗状況 102 103 110 121

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 7 7 7 8
進捗状況 7 7 7 8

主な事業 ・区教育ミーティングの開催

Ⅲ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 16 16 16 16
進捗状況 16 16 16 16

Ⅱ型 H26 H27 H28 H29 H30 H31
指標目標 32 56 28 28
進捗状況 8 32 56 28

・学校ICT環境整備事業
・教育ネットワーク構築事業

【NEW５】H29施策評価

4.0

13－（１） 新潟らしい教育改革の推進

・中学校区教育ミーティングの開催

H29評価

4

指標2
中学校区教育ミーティングの実施回数（累計中学校区数）→H29～
（中学校区数）

4

H29評価

指標1

　13　ニーズと課題に応える教育行政の創造

●施策の目標

指標3 学社民融合研修会の実施（回）

区教育ミーティングの開催（回）

教育ネットワークの構築 H29評価

5

H29評価

H29評価

　11　学校教育・生涯学習環境の基盤整備

5

H29評価

各研修講座における受講者の満足度と活用度（％）

指標2

指標1 タブレット型コンピュータを整備した小・中学校の割合（％） H29評価

●施策の目標

指標1

●施策の目標

H29施策評価

マイスター養成塾修了者（人）

・学社民融合研修の推進

　12　市民に信頼される教育関係職員の育成

12－（１）

4

4

指標2

11－（１） 効果的な指導を支援する施設設備の充実

・教育関係職員の研修プログラムの一層の充実

【NEW５】
○世界とともに生き創造性を発揮する新潟の子
どもや市民の育成を目指し，コミュニケーション
能力向上とICT活用への取組を進めます。

4.0

【NEXT５】
○市民から信頼される学校・教育機関となる
よう，人材の育成と職場の環境整備を進め
ます。

4.7

H29施策評価

学校内のコンピュータ教室用の端末等機器，
校内LAN用コンピュータ，教職員用コンピュータ
の更新を計画通りに実施した。

○教育用コンピュータ，校内LANコンピュータ，
教職員用コンピュータの更新は計画どおりに実
施した。
・教育用コンピュータ　64校　2,053台　更新
　　　　　　　　　　　 (内タブレット360台)
・校内LAN用コンピュータ　42校　130台　更新
　　　　　　　　　　　　　　 (内タブレット3台)
・教職員用コンピュータ　64校　1,151台　更新

○教育ネットワークの導入については，導入内容
の検討を行った。平成30年度の調査費の予算が
確保でき，プロポーザルにより「新潟市教育ネット
ワーク構築基本計画策定業務委託」の業者を選
定した。

○ニーズと課題に迅速に対応できる教育行
政のシステムづくりと学びのセーフティネット
の整備を進めます。

教育委員が各教育ミーティングに参加し，地
域や中学校区の取組・課題の共通理解を図っ
た。

○区教育ミーティング
・上及び下半期に各区1回，計16回開催した。
・6月から8月にかけて第1回ミーティングを実施した。
意見交換では，いじめ問題や教職員の多忙化解消，
地域行事への児童生徒の参加のあり方などが取り上
げられた。
・10月から1月にかけて第2回ミーティングを開催した。
各区の課題や特徴をテーマに話し合うとともに，教育
委員から他区の事例を紹介などをした。

○中学校区教育ミーティング
・28中学校区で開催した。防災教育をテーマとし，中
学校区単位で作成されている防災教育プログラムを
基に意見交換が行われた。

教育関係職員の研修プログラムの充実

研修プログラムの改善により，講座受講者の
満足度と活用度が目標を上回った。

〇講座修了後の受講者満足度評価，肯定的評価
は，キャリアステージ研修95％，専門研修83％であっ
た。実施した全研修講座115講座の平均では，88％と
なった。受講者とマンツーマンで行う授業づくり研修
の実施など，個々の受講者のニーズに対応した丁寧
な研修システムの実施が評価された。

〇マイスター養成塾には，平成28年度入塾生8名，平
成29年度入塾生8名，過年度生1名，計17名が受講し
た。月2回のペースで指導主事研修を実施し，指導主
事の指導力向上を図ってきた。また，外部指導者を依
頼して全ての受講者の専門教科に対応したり，複数
の指導主事で指導にあたった。結果，新たに11名の
修了者を増やした。

○生涯学習・社会教育関係職員の意識共有を図り，
専門性を高めるため管理職研修を開催した。（9月7
日，参加者57名）
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３ 教育ビジョン推進委員からの主な質問・意見･要望と教育委員会の対応 

施策１－（１） 「社会の変化や新たな課題に対応できる教育の推進」

○ 学習支援員研修会は，なぜ希望制なのか。学校によっては，子どもたちと向き合う姿勢に

ついても違う視点があると思うが。 

⇒ 昨年度では元教員が２０名。塾の講師や学習ボランティア経験者が３３名であり，教育に

携わった方も多く，希望制で行うこととした。

（委員からの要望）子どもと向き合う共通認識とか，必要な視点を学ぶためにも，研修を呼

び掛けてほしい。

施策１－（２） 「学び続ける資質・能力を育むキャリア教育の推進」

○ キャリア教育は，人間関係形成上，あるいは自己管理能力を高めるなど，様々な意味で非

常に大切と考えるが，平成２９年度になぜか４.２パ-セント下がり，１００パ-セントではな

いのはなぜか。 

⇒ 年間指導計画を改善していない学校が１校あったためであり，キャリア教育をやっていな

いというわけではない。

施策１－（３） 「基礎・基本を身に付ける教育の推進」

○ 全国学力・学習状況調査の結果で，中学校が小学校に比べて数値が低いという記載がある

が，その対策はあるのか。 

⇒ 『新潟市の授業づくり』に基づき，何を学ぶのかを明確にし，また何を学んだのかを子ど

もたち全員に共有させたり，振り返らせたりするという授業の一つのパターンを取り入れて

いる。中学校は若干その実施率が低いため，その推進を図っている。もう一つは，新潟市全

体の問題であるが，家庭学習が多くないため，その改善策に着手している。

施策１－（５） 「学習習慣の定着」

○ 全国学力学習状況調査の結果を見ると，中学３年生の方が小学校６年生より勉強しないと

いう状況が，以前からずっと続いている。その状況に対して取組はあるのか。また保護者にも

しっかりと伝えることが必要ではないか。 

⇒ 中学生が少ないのは様々な要因がある。『家庭学習リーフレット』を教育委員会で作成し，

それに基づいた取組が各校で始まっている。例えば，学校にいるうちに家庭学習のスタート

をしたり，家庭で行ってきた学習を学校で確認する等である。また各区ミーティングの際に

全国学力・学習状況調査結果を知らせ，家庭学習を含めた課題を伝えている。
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施策１－（６） 「読書活動の推進と新聞活用の充実」

○ 新聞購読者が減っている中，なぜ「週１回以上新聞を読む中学生の割合が全国平均を上回

る」指標を設けているのか。 

⇒ NIE（新聞活用教育）を，新潟市も推進し，予算を使って各学校に新聞を配備することを

実施しており，その成果を確実に把握する必要があるため。また，子どもたちに読む力をつ

けるため，学校図書館活用推進事業を実施しているためである。

○ 家庭で購読率が減っているという数字とかはあるのか。 

⇒ （委員の回答）「書道の時間に新聞を家から持ってきて」との指示に，持ってこられない子

どもが大変増えてきている。そのため新聞のある環境をつくる，また授業で新聞を活用する

ことはとても大切である。

施策２－（１） 「いのちの教育・心の教育の推進」

○ 教育において家庭の問題は大きいと思うが，「子育て出前学習講座」は全学校の何パーセ

ントで実施できたのか。またどのように講師を派遣し，どのような内容を話しているのか。 

⇒ 昨年度，小学校は１０７校中，１０１校で実施した。中学校は５７校中，２１校。就学児

健診や新入生学校説明会時などに実施し，学校の希望で講師を紹介している。テーマは「家

庭教育の大切さ」。主な内容は基本的生活習慣としつけ，家庭でのルール，思春期における

親の関わりなど。

○ 他者の権利や主張に対して寛容に耳を傾けるという態度の根底には，自分を尊いと思える

想いが大切である。この自尊感情を高める働き掛けは，どのような場面で，どのような意識を

持って，どのような取組をしているのか。 

⇒ 「自分自身には良いところがあると思う」という自尊感情を育む取組は，学校教育の様々

な場面で行っている。一人一人の良さを認め，その子の個性を生かしていくことを，授業で

も様々な教育活動の中でも行っている。次回は具体的な事例を挙げて例示したい。

施策２－（８） 「青少年の健全育成の推進」

○ 若者支援センター（オール）の活動で，ユースアドバイザーとの関わりが年間６,２３５

回とあるが，どのようなことを行っているのか。 

⇒ 引きこもりや課題を抱えている若者との相談を通じて，居場所づくりや社会とのつながり

をつくっている。その相談業務等を行っているのが３７名のユースアドバイザーであり，若

者の来館数である。

○ 高校中退者の未然防止のため「にいがた若者応援ネット」の活動とはどのようなことか。 

⇒ 保護者や高校生，担任教師等との相談の機会を設け，改善のためにアドバイスを行ってい

る。月１回，明鏡高校で実施している。
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施策４－（１） 「子ども一人一人のニーズと課題に対応した特別支援教育の推進」

○ 特別支援教育は，配慮を要する子どもたちがたくさんいる中で，これからの教育にとても

必要なことである。研修会の指標は当初から変わらずに１,５００人と設定されているが，そ

の設定理由と主な対象者を教えてほしい。 

⇒ 特別支援学級担当者を中心に研修を実施している。また合理的配慮セミナーなどは担当者

だけではなく，管理職や他の教職員も受けられるようにしている。特別支援教育担当者が増

えたことにより参加者も増えているので，指標設定については今後検討が必要と思っている。

施策８－（２） 「学び育つ各世代への支援」

○ にいがた市民大学の受講率について，１００パ-セントを超える受講率を具体的に説明し

てほしい。 

⇒ 平成２９年度は５講座実施し，各講座の定員７０名，全部で３５０名の定員であった。申

込数は３２３名のため，９２パーセントという受講率である。平成２７年度と平成２８年度

は，会場収容が可能であったため，希望者全てを受け入れたため，１００パーセント以上と

なった。

施策１０－（２） 「保護者や地域と連携した安心な学校づくりの推進」

○ ５月の西区における女子児童殺害事件を踏まえて，市民自体が子どもの防犯のために意識

を高め，対応しなければならないことである。指標は１００パーセント達成という結果である

が，果たしてそれが実効性のある活動になっているのかという検証が必要であり，今後はその

検証を踏まえた指標にすることが必要ではないか。 

⇒ この指標については今後見直す必要がある。５月末頃までに，全小学校で緊急の通学路の

安全点検を行う。ＰＴＡや子どもたちを見守っている方々，団体から緊急点検をしてもらう

と共に，より有効な方法も検討していく。体制の整備や施策内容の検討は今後の課題と考え

ている。

（委員の要望）神奈川県藤沢市では，ホットスポットパトロールと言って，防犯のポイント

を研修している事例があるので参考にしてほしい。

施策１０－（４） 「学びを支援する体制の整備と充実」

○ 「就学援助制度の保護者への周知率」と「奨学生の採用率」はいずれもずっと１００パー

セントであるが，今後，指標の見直しが必要ではないか。 

⇒ 事業の効果があったということがわかる指標にし，それを伝えることが大切と考えている。

もちろん現在の周知率を測る指標も大切と考えているが，今後，検討をしていきたい。

（委員の要望）社会人奨学金制度は素晴らしいと思う。採用率が低くなってしまうが，向上

心のある人がこんなに増えてきたということがわかる指標でも良いのではないか。
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施策１１－（１） 「効果的な指導を支援する施設設備の充実」

○ タブレット端末の他，ＩＣＴの各学校への導入についてはどのように考えているのか。 

⇒ タブレット端末などＩＣＴの導入については，計画的に整備を進めていくと共に，併せて

ソフトの活用を図っていく。

○ 「土曜プログラム」は土曜日の開催であるが，学校を会場としているため学校職員の負担

になっているのではないか。 

⇒ 「土曜プログラム」は２種類あり，一つは部活動との兼ね合いや学校職員の在駐を考え，

平成２７年度で終了した。もう一つは「子どもふれあいスク-ル事業」の一貫であり，基本的

に学校職員不在で実施している。また担当指導主事が必ず巡回している。

施策１２－（１） 「教育関係職員の研修プログラムの充実」

○ 指標１は，研修受講者の満足度と活用度を指標にしているが，満足度よりも活用度が大切

ではなかろうか。研修内容をしっかりと理解し，自らの役目に繋げていけることが大切である

と考えるが，どうか。 

⇒ 満足度と活用度があるが，これからの授業に活用できるかという視点を大切にしている。

施策１２－（２） 「教職員への支援体制の充実」

○ 指標１は教職員の多忙を表していると思う。「平成２９年度の取組」に学校閉庁日が取り

入れられ，新聞等でも教職員の多忙化解消の記事が掲載され，大変良い方向に向かっている。

是非引き続きスピードを上げて，確かな成果を感じられるものにしてほしい。 

⇒ 第２次多忙化解消行動計画の策定の過程で出退勤管理システムを開発し，教職員の勤務実

態を把握できるようになった。月当たり平均時間外勤務時間を４５時間以下に設定し，年次

有給休暇取得日数を１４日以上と示している。また各校での多忙化解消の取組を，研修会や

ホームページ上で共有化できるようにしている。

○ この評価の記載に，希望校・指定校・推進校・パイロット校・モデル校・実践校と，様々

な課題や問題に学校が取り組んでいることがわかるが，実際にどのくらいの学校が取り組んで

いるのか。 

⇒ 授業改善など，希望を募って行う研修や，ＮＩＥや学校図書館活用，防災教育などの輪番

で行う指定校など，様々な教育課題について多様な形態を持って各校と共に取り組んでいる。
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№ 開催会議等 開催年月日 協    議    内    容     等

1 第35回推進委員会

2 第37回推進委員会

3 第39回推進委員会

（50音順）

№ 氏　名

1 　小林　利花子

2 　高橋　恒彦

3 　高橋　文子

4 　田中　一昭

5 　中村　恵子

6 　畠山　典子

7 　松井　賢二

（50音順）

№ 氏　名

1 鏡　十代栄

2 小見　直樹

3 佐藤　朗子

4 高橋　文子

5 逸見　東子

6 本間　アユ子

7 松井　賢二

新潟市中学校長会・光晴中学校長

新潟市小学校長会・味方小学校長

新潟大学教育学部教授

新潟市教育ビジョン推進委員会（第7期）委員名簿
任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日

所　属

公募委員

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会副会長

新潟青陵大学福祉心理学部教授

新潟県生涯学習協会事務局長

参考資料　新潟市教育ビジョン推進委員会平成29年度施策評価経過

平成29年
2月9日(木)

平成30年
５月３１日(木)

新潟市教育ビジョン推進委員会（第6期）委員名簿
任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日

　公募委員

　新潟市中学校長会・東新潟中学校長

・平成2９年度当初予算主要事業について
・教育ビジョン成果指標の見直しについて

　新潟市小中学校PTA連合会副会長

　新潟青陵大学看護学部教授

所　属

平成29年
10月３0日(月)

　新潟市小学校長会・関屋小学校長

　新潟大学教育学部教授

　新潟県生涯学習協会事務局長

・平成29年度施策実施状況について(中間評価)

・平成29年度施策評価について
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議案第１９号

２０１９年度使用 新潟市立高等学校用 教科用図書の採択について

２０１９年度使用 新潟市立高等学校用 教科用図書の採択について，議決を求める。

  平成３０年８月２９日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

２０１９年度使用 新潟市立高等学校用 教科用図書の選定理由は次のとおり。 
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2019年度新潟市立万代高等学校用教科用図書選定理由1

番号 略称

国語総合 15 三省堂 国総　336
高等学校国語総合
現代文編　改訂版

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

教材が多彩で基礎から発展学習ま
で効果的に行えるため。

国語総合 15 三省堂 国総　337
高等学校国語総合
古典編　改訂版

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

内容が多彩でかつ誌面が見やす
い。特に，漢文の入門の解説がわ
かりやすいため。

現代文Ｂ 143 筑摩 現Ｂ　337 精選現代文B　改訂版
普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：２年

評論分野に論理的思考力を涵養
する教材が使用され，著者の考え
が生まれる背景が分かる資料掲載
があり，より理解を深められるため。

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　331 精選古典Ｂ　古文編
普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：２年

教材数が多く，人物・話題等の関
連が取れていて，「語句と表現」に
よって言語理解の深化も図れるた
め。

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　332 精選古典Ｂ　漢文編
普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：２年

相互に関連する題材が多く，「語句
と表現」によって言語理解の深化も
図れるため。

世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

写真・地図が多く，特に地図が工
夫されている。

世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ　310 詳説世界史　改訂版 普通科：３年

最新の研究成果が導入されている
上，歴史的事項が細かく整理さ
れ，流れもとらえ易い。

日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ　309 詳説日本史　改訂版 普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年

最新の研究成果が導入されている
上，歴史的事項が細かく整理さ
れ，流れもとらえ易い。

地理Ａ 46 帝国 地Ａ　308 高等学校　新地理Ａ 普通科：２年
理数ｺｰｽ：２年 地図，資料が見やすい。

地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ 普通科：３年
理数ｺｰｽ：３年 地図が見やすい。

地図 46 帝国 地図　310 新詳高等地図 普通科：２年
理数ｺｰｽ：２年 地図が見やすく，活用しやすい。

現代社会 7 実教 現社　314
高校現代社会
新訂版

普通科：２年
理数ｺｰｽ：２年

最新の事例も写真・統計等を使用
し掲載されているため。

需要類型
及び学年

選定理由
発行者の

種目
教科書
の記号・

教科書名

付議　33
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2019年度新潟市立万代高等学校用教科用図書選定理由2

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由
発行者の

種目
教科書
の記号・

教科書名

倫理 35 清水 倫理　308
高等学校　新倫理
新訂版

普通科：３年
英語ｺｰｽ：３年
理数ｺｰｽ：３年

「人間とは何か」「いかに生きるべき
か」といった倫理の課題を各単元ご
とにわかりやすくまとめてあり，構成
のバランスが非常によいため。

政治・経済 2 東書 政経　311 政治・経済
普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：３年

写真・図説が見やすく，最新の事
例も多く掲載されているため。

理数数学
Ⅰ
(数学Ⅰ)

104 数研 数Ⅰ　327 改訂版　数学Ⅰ 理数ｺｰｽ：１年
問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　328
改訂版　高等学校
数学Ⅰ

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年

問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

理数数学
Ⅰ
(数学Ⅱ)

104 数研 数Ⅱ　327 改訂版　数学Ⅱ 理数ｺｰｽ：１年
問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　328
改訂版　高等学校
数学Ⅱ

普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年

問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

理数数学
Ⅱ
(数学Ⅲ)

104 数研 数Ⅲ　322 改訂版　数学Ⅲ 理数ｺｰｽ：２年
問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　323
改訂版　高等学校
数学Ⅲ

普通科：3年
問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

理数数学
Ⅰ
(数学Ａ)

104 数研 数Ａ　327 改訂版　数学Ａ 理数ｺｰｽ：１年
問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

数学Ａ 104 数研 数Ａ　328
改訂版　高等学校
数学Ａ

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年

問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

理数数学
Ⅰ
(数学Ｂ)

104 数研 数Ｂ　325 改訂版　数学Ｂ 理数ｺｰｽ：１年
問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　326
改訂版　高等学校
数学Ｂ

普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年

問題数が多く，基礎基本が身に付
くため。
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2019年度新潟市立万代高等学校用教科用図書選定理由3

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由
発行者の

種目
教科書
の記号・

教科書名

物理基礎 104 数研 物基　318 改訂版　物理基礎 理数コース：２年
図がわかりやすく，また演習に取り
組みやすい。

物理基礎 104 数研 物基　319
改訂版
新編　物理基礎

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年

図がわかりやすく，また演習に取り
組みやすい。

物理
理数物理

104 数研 物理　313 改訂版　物理 普通科：２年
理数ｺｰｽ：２年

図がわかりやすく，また演習に取り
組みやすい。

化学基礎
理数化学

183 第一 化基　321
高等学校
改訂　化学基礎

普通科：１年
理数ｺｰｽ：１年
英語ｺｰｽ：２年

説明がわかりやすく，図のカラーも
目に優しい。指導用教科書が充実
しており，他科目専門の教員も指
導し易い。

化学
理数化学

183 第一 化学　315
高等学校
改訂　化学

理数ｺｰｽ：１年
普通科：２年

説明がわかりやすく，図のカラーも
目に優しい。指導用教科書が充実
している。

生物基礎
理数生物

2 東書 生基　311 改訂　生物基礎
普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：２年

「生物」の教科書との連携が良い。
参考となる図が多く教科書に集中
できる。

生物
理数生物

2 東書 生物　306 改訂　生物 理数ｺｰｽ：２年
普通科：３年

図が多くわかりやすい。
生物基礎の教科書との連携が良
い。重要項目に参考となる関連
ページの表記がある。

保健体育 50 大修館 保体　304
現代高等保健体育
改訂版

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

図やイラストを多く使用し，見開き2
ページで完結する内容となってい
るため，生徒が理解しやすい教科
書であると判断したため。

音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１
普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

生徒に興味関心を抱かせる教材
が，幅広く盛り込まれている。

音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ　310 MOUSA２ 普通科：３年

音楽Ⅰとの繋がりが持ちやすく，教
材力のある楽曲が盛り込まれてい
る。

音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ　305 Joy of Music 普通科：３年

幅広い分野が収録され，能力や興
味関心に基づき表現を深めるのに
最適である。

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１
普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

分野別に整理され，幅広く内容が
盛り込まれている。美術史の資料
が多く，様々な技法も紹介されてい
る。
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2019年度新潟市立万代高等学校用教科用図書選定理由4

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由
発行者の

種目
教科書
の記号・

教科書名

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２ 普通科：３年

１からステップアップし，１と２を合わ
せて充実した資料がそろっている。
作品の解説が多くわかりやすい。

美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３ 普通科：３年

表現や鑑賞をより深め，生涯を通し
て美術にかかわっていくことのでき
る内容である。

書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ　306 書Ⅰ
普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

図版が大きく，生徒が手本として観
るのに適している。課題として選択
している文字も良い。

書道Ⅱ 6 教図 書Ⅱ　302 書Ⅱ 普通科：3年
学習を深めるための文字資料，解
説が充実している。

書道Ⅲ 6 教図 書Ⅲ　302 書Ⅲ 普通科：３年

書道Ⅱの学習を更に発展させられ
る内容であり，文字資料，解説が充
実している。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ英語Ⅰ
総合英語

15 三省堂 コⅠ　333
CROWN English
Communication Ⅰ
New Edition

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

内容が多様かつ生徒の興味関心
を引く構成となっており，英語学習
に必要な活動が実践しやすい。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ英語Ⅱ
英語理解

15 三省堂 コⅡ　331
CROWN English
Communication Ⅱ
New Edition

普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：２年

内容が多様かつ生徒の興味関心
を引く構成となっており，英語学習
に必要な活動が実践しやすい。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ英語Ⅲ
英語理解

15 三省堂 コⅢ　329
CROWN English
Communication Ⅲ
New Edition

普通科：３年
英語ｺｰｽ：３年
理数ｺｰｽ：３年

内容が多様かつ生徒の興味関心
を引く構成となっており，英語学習
に必要な活動が実践しやすい。

英語表現
Ⅰ
総合英語

61 啓林館 英Ⅰ　329
Revised Vision Quest
English Expression Ⅰ
Standard

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

多彩なテーマに沿って，文法と表
現活動を合わせて指導しやすい。

英語表現
Ⅱ
英語表現

231 いいずな 英Ⅱ　332
be English Expression
Ⅱ

普通科：２年
英語ｺｰｽ：２年
理数ｺｰｽ：２年

多彩なテーマに沿って，文法と表
現活動を合わせて指導しやすい。

英語会話 61 啓林館 英会　303
Sailing English
Conversation

普通科：３年

基本的な表現を学習しながら，
様々な場面でのコミュニケーション
活動が可能である。

家庭基礎 6 教図 家基　312

新 家庭基礎
今を学び
未来を描き
暮らしをつくる

普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

人の生活をトータルで見つめ，図
表や写真が見やすく，わかりやすく
まとめられている。

付議　36

万代高校



2019年度新潟市立万代高等学校用教科用図書選定理由5

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由
発行者の

種目
教科書
の記号・

教科書名

社会と情報 104 数研 社情　315 社会と情報　Next
普通科：１年
英語ｺｰｽ：１年
理数ｺｰｽ：１年

社会人として必要な情報モラルが
初めに学習でき，ディジタル情報・
情報通信ネットワーク・問題解決の
構築等段階的に，基礎的な知識が
バランスよく学習できる。視覚的に
も見やすく，効率よく学習に取り組
むことができるため。

家庭
（専門）

6 教図 家庭　312
フードデザイン
cooking&arrangement

普通科：３年
家庭基礎からのつながりがあり，実
習内容も適切に選択されている。

付議　37
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２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由1

番号 略称

国語総合 50 大修館 国総　347 新編国語総合 改訂版

普通科
午前部（1年
次）
夜間部（1年
次）

　Ｂ５版で現代文編・古典編が１冊に
まとまっており，挿絵・写真がカラー
で読みやすく，学習のポイントがわか
りやすい。生徒が取り組みやすい評論
が多く取り入れられている。入門編か
ら本格的な内容に移行しやすい構成に
なっている。

国語表現 50 大修館 国表　307 国語表現　改訂版

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　国語総合Ⅰを履修してから発展的に
学習できるものである。カラフルで説
明もわかりやすく，図や写真も豊富で
ある。また，様々な文章表現や表現技
術の例が多数載せられており，参考に
しやすい。

現代文Ａ 183 第一 現Ａ　307
高等学校 改訂版
新編現代文Ａ

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

著名な作品に加え，最近の作家の最新
の作品が，バランスよく収録されてい
る。特に小説では，生徒に親しみやす
いテーマがあり興味関心を持って取り
組める内容になっている。また言語活
動の説明や参考資料もよくまとまり扱
いやすい。

現代文Ｂ 17 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　単元ごとにステップアップという名
称で関連事項がまとめられており，教
材と結びつけた指導がしやすい。著名
な作品と最新の作品がバランスよく収
録されている。

古典Ａ 109 文英堂 古Ａ　303

説話（古今著聞集・沙石
集・十訓抄・竹取物語）
随筆（徒然草・枕草子・
方丈記・常山紀談・花月
草紙・蘭東事始）　故
事・小話　漢詩　史話

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　高等学校の古典教材としてふさわし
く親しみやすいもの，古文に対する興
味・関心を育み持続させうるもの， 当
代の世態・人情に迫ることのできるも
のを選んで構成されている。各ジャン
ルのバランス，難易度も適当である。

古典Ｂ 2 東書 古Ｂ　329 新編古典Ｂ

普通科
午前部（2～4
年次）

　古典としての古文と漢文を読む能力
を基礎から発展へと充実させるために
適した教材が，さまざまな時代・ジャ
ンルからバランスよく採録されてい
る。生徒の興味を喚起し，教材の理解
を促す点から効果的な資料性の高いカ
ラー写真・図版が，教材中や単元扉に
適切に掲載されている。

世界史Ａ 35 清水 世Ａ　313
高等学校　世界史Ａ
新訂版

普通科
午前部（2～4
年次）

　生徒が世界史学習に興味・関心をも
ち，世界史の基本的な知識や技能を習
得できるよう，必要かつ十分と思われ
る事項を平易な文章で丁寧に記述して
ある。学習の要点や課題を疑問文の形
で示し，理解を助ける工夫をしてい
る。写真などの図版を豊富に掲載し，
それらを読み取りながら考察を深める
ことができるよう，解説文なども工夫
し，生徒の多様な関心・個性に対応し
ている。

世界史Ａ 46 帝国 世Ａ　314 明解　世界史Ａ
普通科
夜間部（2年
次）

　平易な文章に加え，地図・写真が充
実している。また，人物・物・食など
の特集が組まれ生徒の興味関心を引く
題材が豊富である。

世界史Ｂ 7 実教 世Ｂ　309 世界史Ｂ　新訂版
普通科
午前部（3～4
年次）

　図・写真が多く，生徒がイメージ豊
かに学習できる。世界史Ａで学習した
内容を発展的に学習できる。

需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

付議　38
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２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由2

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

日本史Ａ 35 清水 日Ａ　310
高等学校　日本史Ａ
新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　記述がコンパクトで，歴史の見方，
考え方を身につけさせやすい。写真・
グラフなどが豊富であり，最新の研究
成果や多様な視点が採り入れられてい
る。

日本史Ｂ 35 清水 日Ｂ　313
高等学校　日本史Ｂ
新訂版

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　各節は２～４ページで１つのテーマ
となっている。各テーマに疑問文で学
習目標が提示されており，学習しやす
い。写真・グラフなどが豊富であり，
最新の研究成果や多様な視点が採り入
れられている。

地理Ａ 130 二宮 地Ａ　309 基本地理Ａ

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（1年
次）

　豊富な写真や取り上げているテー
マ・トピックスが新鮮で，地理を基礎
から楽しく学べ高校生の学習意欲を喚
起させやすく，1年を通して地理を学習
するにあたり適切な分量である。

地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305
新編　詳解地理Ｂ
改訂版

普通科
午前部（3～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　写真・図表・コラムなど，資料が充
実しており，紙面はワイドで見やす
い。系統・地誌とも基本的な知識を体
系的に整理しつつ，全分野・全地域を
取り上げて地誌を充実させている。環
境の多様性や最新の国際情勢を具体的
な資料から，生徒にとって視覚的にも
わかりやすい。

地図 130 二宮 地図　312 基本地図帳　改訂版

普通科
夜間部（1年
次）

　大きな図版で見やすく，図などもわ
かりやすい。地図帳を身近に感じるこ
とができる工夫があり，生徒が学習に
取り組みやすい。

地図 130 二宮 地図　314 高等地図帳　改訂版
普通科
午前部（1年
次）

　一般図が豊富な地図帳で，広範囲を
見渡せる地図から，要所を拡大して見
る地図まで，さまざまなスケールでの
地図学習ができる。世界の一般図がよ
り見やすく，授業で一般図を多く使う
生徒がわかりやすく読み取れる。

現代社会 7 実教 現社　315 最新現代社会　新訂版

普通科
午前部（3年
次）
夜間部（3年
次）

　図・写真が多く生徒が理解しやす
い。身近な例や時事問題が多く，生徒
の学習意欲を喚起する工夫がある。特
に現代社会の諸相についてわかりやす
く解説されている。

付議　39
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２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由3

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

倫理 35 清水 倫理　308
高等学校　新倫理
新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）

　生徒が東西の先哲の思考や生き方を
学ぶことができるように，先哲の思想
が育まれた背景，風土や時代について
もていねいに記述している。現代の倫
理的課題について，生徒が主体的に思
考していく姿勢を培うように工夫して
いる。本文記述と関連の深い写真，主
要な思想家のコラム，原典資料，表な
どを豊富に掲載して理解しやすい。

倫理 35 清水 倫理　313
高等学校　現代倫理
新訂版

普通科
夜間部（3～4
年次）

  抽象概念や形式的思考操作について
の記述が立体的で理解しやすく，用語
解説に終始しない工夫が充実し，生徒
を触発へと導く配慮がなされている。

政治・経
済

7 実教 政経　313
最新政治・経済
新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　図・写真が多く生徒に分かりやす
い。身近な例や時事問題が多く，授業
に導入しやすい。特に経済理論がわか
りやすく解説されている。

数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ　319 改訂　新数学Ⅰ

普通科
午前部（1年
次）
夜間部（1年
次）

　Ｂ５版で説明箇所にカラーを多く使
い，ポイントとなる点もわかりやす
い。P.62の平行移動の説明では，色を
使うことで視覚から取り入れやすいも
のになっている。 教科書の最初に小・
中学校の復習を取り入れているので，
生徒もスムーズに高校の授業に取り組
めるようになっている。

数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ　319 改訂　新数学Ⅱ

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　Ｂ５判で文字が大きく，カラフルで
見やすい。各セクションの冒頭にはね
らいが書かれており，また，覚えなく
てはならない事項が目立つようにまと
められている。具体的な数値を使った
説明が多く取り入れられており，理解
しやすい構成となっている。

数学Ⅲ 7 実教 数Ⅲ　314 高校数学Ⅲ
普通科
午前部（3～4
年次）

　復習しながら新しい内容へと移行で
きる形になっている。基本問題から発
展問題まで取り組みやすい構成になっ
ている。

数学Ａ 2 東書 数Ａ　319 改訂　新数学Ａ

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　Ｂ５版で説明の際にカラーを多く使
い，ポイントとなる点もわかりやす
い。各章の導入に，日常で扱うものを
取り入れており，整数の分野でも細か
な説明がされているので，初めて学ぶ
生徒も取り組みやすい。

数学Ｂ 2 東書 数Ｂ　318 新数学Ｂ

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　Ｂ５版で文字も大きく，説明もカ
ラーを多く使っていてわかりやすい。
例や例題を参考に解く演習問題が多
く，理解しやすい構成となっている。

数学活用 7 実教 数活　301 数学活用

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　Ｂ５判で文字が大きく，カラフルで
見やすい。また教科書本文の内容とと
もに，各節末にある附録が充実してお
り，数学や考えることのおもしろさに
生徒が気づくための工夫が施されてい
る。

付議　40

明鏡高校



２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由4

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

科学と人
間生活

183 第一 科人　309
高等学校　改訂
科学と人間生活

普通科
午前部（2年
次）
夜間部（2年
次）

　わかりやすい図が多く，生徒が興味
関心を持てる内容がうまくまとめてあ
る。現在の科学技術まで発展する過程
を示す資料が多く，理解しやすい。

物理基礎 7 実教 物基　314 高校物理基礎　新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　Ｂ５の見開きに図と文章がきれいに
まとめられているため，読みやすい。
身近な現象と関連付けた分かりやすい
図が多く，生徒の理解に役立つ。演習
問題の難易度が生徒の実態に即してお
り，取り組みやすい。

化学基礎 7 実教 化基　317 高校化学基礎　新訂版

普通科
午前部（1年
次）
夜間部（1年
次）

　図と文のレイアウトが工夫されてい
るため，読みやすい。また，文章が見
開きで完結しているため，単元ごとの
理解が容易である。巻末の物質ピック
アップなどに身近な物質をわかりやす
くまとめてあり，初めて化学を学ぶ生
徒にとって見やすくなっている。

化学 2 東書 化学　309 改訂　新編化学

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　中学校の学習事項から丁寧に展開さ
れており，基礎的・基本的事項の確実
な理解や習得につながる。くらしや社
会と化学をつなげる工夫がなされてお
り，学習意欲を高めるのに役立つ。

生物基礎 7 実教 生基　314 高校生物基礎　新訂版
普通科
午前部（1～4
年次）

　導入から発展までの流れがスムーズ
で無理がなく，生徒の理解に役立つと
考えている。発展的な内容について
は，本文と明確に分けて記載されてい
るため，個々の生徒に合わせた使い方
が可能である。

地学基礎 183 第一 地基　310
高等学校　改訂
地学基礎

普通科
夜間部（3～4
年次）

B5版で，見開きに図と文章がきれいに
まとめられているため，読みやすい。
導入から発展までの流れがスムーズで
無理がなく，生徒の理解に役立つ。

保健体育 50 大修館 保体　304
現代高等保健体育
改訂版

普通科
午前部（1年
次）
夜間部（1年
次）

　ポイントを絞った理解しやすい内容
である。また，図表の説明もわかりや
すく，それらを用いた授業展開が可能
である。

音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ　307 音楽I 改訂版　Tutti

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　歌いやすく良い曲が多いため，生徒
が意欲的に学習に取り組める。楽譜が
見やすく，色覚特性を踏まえた，読み
やすい配色や表示の工夫がされてい
る。

音楽Ⅱ 17 教出 音Ⅱ　307 音楽Ⅱ 改訂版　Tutti

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3年
次）

　曲の構成がわかりやすい等，生徒が
理解しやすい曲が多い。また，楽譜が
見やすく，学習の手助けとなる巻末資
料が豊富である。

付議　41
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２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由5

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

音楽Ⅲ 17 教出 音Ⅲ　304 音楽Ⅲ 改訂版

普通科
午前部（3～4
年次）
夜間部（4年
次）

　音楽Ⅰ・Ⅱと同じ出版社の教科書で
継続性を考慮した。楽譜が見やすく，
生涯学習にもつながる多様な曲が掲載
されている。

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　図版が大きくて，文章も分かりやす
く，生徒が関心を持って学習に取り組
める内容になっている。また，映像メ
ディア表現や，環境問題を考慮したデ
ザイン等の現代的な題材，日本美術に
ついても積極的に取り上げられてい
る。

美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ　304 高校生の美術２

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3年
次）

　同出版社の美術Ⅰの教科書を使用し
ているため，継続的な学習が可能であ
り，図版や作品制作過程が詳細に解説
されている。美術の表現制作イメージ
を膨らませることが可能であり，生徒
が主体的創造的に活動できるための内
容が網羅されている。

美術Ⅲ 116 日文 美Ⅲ　304 高校生の美術３

普通科
午前部（3～4
年次）
夜間部（4年
次）

　同出版社の美術Ⅰ・Ⅱの教科書を使
用しているため，継続的な学習が可能
であり，図版や作品制作過程が詳細に
解説されている。美術の表現制作のイ
メージを膨らませることが可能であ
り，生徒が主体的創造的に活動できる
ための内容が網羅されている。

工芸Ⅰ 116 日文 工Ⅰ　301 工芸Ⅰ
普通科
午前部（1～4
年次）

　図版が大きくて，文章も分かりやす
く，生徒が関心を持って学習に取り組
める内容になっている。また，多種多
様な工芸品を取り上げ，工芸制作にお
ける技法を細かく紹介しつつ，それら
の工芸品が暮らしの中でどのように活
用されているかにいたるまで解説して
ある。

工芸Ⅱ 116 日文 工Ⅱ　301 工芸Ⅱ
普通科
午前部（2～4
年次）

　図版が多く，解説が充実しているた
め，理解しやすい。さらに，演習の内
容では制作工程を写真等でわかりやす
く解説している。

書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ　308 書Ⅰ

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

  古典がA４版見開きカラー・原寸大で
掲載され，古典の特徴をわかりやすく
解説してある。字形や用筆の基礎・基
本を理解しやすい形態である。

書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ　308 書Ⅱ

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3年
次）

　鮮明で美しい図版が多数掲載され，
個々の古典の解説もわかりやすく生徒
が取り組みやすい内容である。また書
の変遷についても年表や地図でまとめ
られており，時代や周辺文化との関わ
りも理解しやすい。

書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ　305 書Ⅲ

普通科
午前部（3～4
年次）
夜間部（4年
次）

　同出版社の書道Ⅰ・Ⅱの教科書を使
用しているため，継続的な学習が可能
であり，鮮明で美しい図版が多数掲載
されている。ことばと書の関係につい
て深く学習するために創作過程が段階
的・具体的に示されており，生徒が主
体的に取り組める内容である。

付議　42
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２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由6

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅰ

2 東書 コⅠ　328
All Aboard!  English
CommunicationⅠ

普通科
夜間部（3～4
年次）

　コミュニケーション活動につなが
る，生徒の興味・関心の高い題材で構
成されている。文法が視覚的に提示さ
れ，理解しやすい。基礎・基本が系統
的に学習できる構成になっており，英
語が苦手な生徒にも適している。

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅰ

15 三省堂 コⅠ　335
VISTA English
CommunicationⅠ
New Edition

普通科
午前部（1年
次）
夜間部（1年
次）

　Ｂ５版で読みやすく，カラー写真が
多く使用されているため，生徒に興味
関心を持たせ学習意欲を高めることが
できる。文法の説明が易しくわかりや
すい。ポイントとなる点もわかりやす
い。

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅰ

50 大修館 コⅠ　337
Compass English
Communication Ⅰ
Revised

普通科
午前部（1～4
年次）

　生徒の興味・関心を引く身近で楽し
い題材で構成されており，様々な話題
を通じて，異文化への理解が高められ
る。中学の復習から段階的に学習で
き，英語が苦手で基礎基本の定着を目
指す生徒に適している。

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅰ

109 文英堂 コⅠ　346
New Edition Grove
English Communication
Ⅰ

普通科
午前部（1～4
年次）

　生徒の興味・関心を引く題材で構成
されている。文法項目が無理なく段階
を追って配列されており，やさしい問
題の反復練習で確実に文法事項が身に
つけやすいため，文法が苦手な生徒に
適している。

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅰ

177 増進堂 コⅠ　322
NEW STREAM　English
Communication Ⅰ

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（4年
次）

　生徒の興味・関心を引く題材を取り
扱っている。英語が苦手な生徒でも，
英語で情報や考えなどを的確に理解し
たり適切に伝えたりする能力を養うこ
とができるような構成となっている。

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅱ

15 三省堂 コⅡ　333
VISTA English
Communication Ⅱ
New Edition

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　コミュニケーション活動につなが
る，生徒の興味・関心の高い題材で構
成されている。文法が視覚的に提示さ
れ，理解しやすい。基礎・基本が系統
的に学習できる構成になっており，本
校の生徒に適している。１年次必履修
のコミュニケーション英語Ⅰでも同シ
リーズの教科書を使用しているため，
継続的な学習が可能である。

英語表現
Ⅰ

15 三省堂 英Ⅰ　325
SELECT English
Expression Ⅰ
New Edition

普通科
午前部（1～4
年次）

  生徒にとって身近な話題を多く扱っ
ている。イラストも効果的に盛り込ま
れ，英語の文法イメージをつかみなが
ら学習できる。

英語表現
Ⅰ

17 教出 英Ⅰ　326
NEW ONE WORLD
Expressions Ⅰ
Revised Edition

普通科
夜間部（4年
次）

　生徒の興味・関心を引く題材で構成
されており，様々な話題を通じて，英
語の表現力が高められる。文法項目
は，中学の復習から配列されており，
基本文法，基本構文の定着を目指す生
徒に適している。

英語表現
Ⅱ

183 第一 英Ⅱ　330
Vivid English
Expression Ⅱ
NEW EDITION

普通科
午前部（3～4
年次）

　英語による表現力，コミュニケー
ション能力の定着と向上のため，英語
表現Ⅰでの既習事項も復習的に取り上
げている。英語で答える問題では，生
徒が英語に触れ，積極的に英語を用い
る機会が豊富に設定されている。

付議　43

明鏡高校



２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由7

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

英語会話 2 東書 英会　301
Hello there!
English Conversation

普通科
午前部（1～4
年次）

　生徒にとって，興味深く身近な話題
を通して，言語や文化について理解を
深めることができる内容になってい
る。

英語会話 15 三省堂 英会　302
SELECT English
Conversation

普通科
夜間部（3～4
年次）

　身近な話題を中心に，生徒がよく使
う場面での会話表現が選ばれている。
基本表現を段階を追って繰り返し学習
できる構成になっており，理解しやす
い。

英語会話 226 チアーズ英会　305
ATLANTIS English
Conversation

普通科
夜間部（2～4
年次）

身近な話題について，導入から発展へ
段階を追って学習する構成になってお
り，よく使われる表現が定着しやす
い。また，視覚に訴える写真や図が多
用されており，生徒の英語に対する興
味関心を引き出し，学習意欲を高める
ことができる。

家庭総合 6 教図 家総　302
家庭総合
ともに生きる
明日をつくる

普通科
午前部（1～2
年次）
夜間部（1年
次）

　本文の表現が易しく，わかりやすい
図も多いため，内容を理解しやすい。

社会と情
報

116 日文 社情　317
新・見てわかる
社会と情報

普通科
午前部（2年
次）
夜間部（2年
次）

　最新の内容が盛り込まれ，内容もよ
り充実している。１つの用語を具体例
やイラストを交えて１ページでわかり
やすく解説しており，生徒にとって親
しみやすい。

商業 7 実教 商業　315 商品開発

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　商品開発に必要な過程をわかりやす
く説明している。また，実際の企業の
事例が豊富でイメージしやすい。

商業 7 実教 商業　326 ビジネス経済応用

普通科
午前部（4年
次）
夜間部（3～4
年次）

　各ページに事例やグラフなどの資料
が載せてあるため，経済をはじめて学
ぶ生徒でもイメージしやすい内容と
なっている。

商業 7 実教 商業　338 新簿記　新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　Ａ４版で説明が分かりやすく，ま
た，帳票が大変見やすく，記帳手順が
細かく記載されているので，初めて学
ぶ生徒にとってわかりやすい。

商業 7 実教 商業　345 ビジネス実務　新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　授業で取り扱う「オフィス実務」
「ビジネスと珠算」の内容が豊富であ
る。また，実際のビジネスの場面をイ
メージしやすいようにイラストも充実
しており，理解しやすい。

付議　44

明鏡高校



２０１９年度新潟市立明鏡高等学校用教科用図書選定理由8

番号 略称
需要類型
及び学年

選定理由種目
発行者の 教科書

の記
教科書名

商業 7 実教 商業　354
経済活動と法
新訂版

普通科
午前部（1～4
年次）
夜間部（4年
次）

　難しい法律を図や具体的事例，わか
りやすい解説等で丁寧に説明されてお
り，初めて法律を学ぶ生徒にとって理
解しやすい。

商業 7 実教 商業　358
電子商取引
新訂版

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　実習問題で使用されているソフトウ
エアも本校と同じため使いやすい。ま
た，作業手順も写真等を用いて細かく
記載されており，生徒にとってわかり
やすい。

商業 190 東法 商業　344 情報処理　新訂版

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（3～4
年次）

　基礎・基本を重視した内容ではある
が，高度な内容も取り扱っており，理
解力に応じた幅広い対応が可能であ
る。

家庭
（専門）

7 実教 家庭　311
子どもの発達と保育
新訂版

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（4年
次）

　イラストや図が豊富でわかりやす
い。写真も多く，オールカラーで理解
を深めやすい。

家庭
（専門）

7 実教 家庭　313
フードデザイン
新訂版

普通科
午前部（2～4
年次）
夜間部（2～4
年次）

　イラスト，写真が大きく載っており生徒の
興味を引くレイアウトになっている。特に調
理の基本操作はページを多くとってあり，理
解しやすい。

付議　45

明鏡高校



議案第２０号

２０１９年度使用 新潟市立高志中等教育学校後期課程用 教科用図書の採択につい

て

２０１９年度使用 新潟市立高志中等教育学校後期課程用 教科用図書の採択について，

議決を求める。

平成３０年８月２９日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

２０１９年度使用 新潟市立高志中等教育学校後期課程用 教科用図書の選定理由は次

のとおり。 

付議　46



2019年度新潟市立高志中等教育学校（後期課程）用教科用図書選定理由1

番号 略称

国語総合 183 第一 国総　360
高等学校
改訂版
国語総合

普通：１年

現代文では，大学受験に対応できる
作品を多く採用している。古典で
は，基礎的事項から積み上げて学習
することができる。

現代文Ｂ 183 第一 現Ｂ　339
高等学校
改訂版
現代文Ｂ

普通：２年

評論文では，大学受験に対応でき
る，難度の高い作品が多く所収され
ている。小説では，心情表現豊かな
作品や，生命について考えさせる作
品が多く，生徒に様々な考えを想定
させてくれることが考えられる。

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ　350

高等学校
改訂版
古典Ｂ
古文編

普通：２年

受験の知識として必要な文法事項や
文学史が学べる作品が多く所収され
ている。作品のジャンルも，物語か
ら歌論まで幅広く，生徒に様々な知
識や思想を広げさせることが期待で
きる。また和歌を含む作品も数多
く，センター試験の対策も，この教
科書で十分にできる。

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ　351

高等学校
改訂版
古典Ｂ
漢文編

普通：２年

受験の知識として必要な句法や重要
漢字が学べる作品が多く所収されて
いる。また「史記」や「十八史略」
など古代中国の歴史に興味を持ち，
面白く読み進められる作品もあるこ
とから，生徒の知識欲を刺激するこ
とが期待できる。

世界史Ａ 081 山川 世Ａ　316 
世界の歴史
改訂版

普通：１年

生徒が見やすいように誌面が工夫さ
れ，図版なども充実してわかりやす
く，近現代史を中心に，前近代史も
内容がバランスよく記載され，かつ
受験にも対応できる充実した記載内
容であり，授業用・自学用としてわ
かりやすいと同時に世界史Bへの連携
もスムーズにできる。

世界史Ｂ 081 山川 世Ｂ　310
詳説世界史
改訂版

人文：２年

詳しい事項説明があり，歴史学の最
新の研究成果も叙述に取り入れられ
ている。授業においても，また家庭
での自主学習で生徒が調べて学習す
ることにも最適のものである。難関
大学を中心とする大学受験対策にも
十分対応できる。

日本史Ｂ 081 山川 日Ｂ　309
詳説日本史
改訂版

人文・日本
史：２年

記述内容が詳細であり，授業はもち
ろん，自学自習することにも適して
いる。また，図版や映像もカラーで
豊富に掲載されていて利用しやす
い。また，そのデータを利用するソ
フトもあり，教材の作成も行いやす
い。

選定理由種目
発行者の 教科書の

記号・番
教科書名

需要類型及
び学年

付議　47

高志中等
（後期課程）



2019年度新潟市立高志中等教育学校（後期課程）用教科用図書選定理由2

地理Ｂ 046 帝国 地Ｂ　304 新詳地理Ｂ

人文・地
理：２年
理工：２年
生物：２年

図版・表・グラフが充実し，わかり
やすい内容であると同時に，大学受
験にも対応できる記載内容である。
地図との対照もよくできるので授業
での使用がしやすい。

地図 046 帝国 地図　310 新詳高等地図

人文・地
理：２年
理工：２年
生物：２年

大学進学に必要な図表・グラフが多
く盛り込まれ，地図も見やすく利用
しやすい内容になっている。

現代社会 183 第一 現社　321
高等学校
改訂版
現代社会

普通：１年

現代社会と人間としてのあり方生き
方に関する記載内容が適切であり，
図・資料なども豊富で，わかりやす
さへの配慮もなされている。また、
学習内容定着のための，ケーススタ
ディ，スキルアップなどの「単元ま
とめ」も充実しており，生徒が取り
組みやすい内容となっている。

倫理 35 清水 倫理　308
高等学校
新倫理
新訂版

人文：2年
理工：3年
生物：3年

思想学習において，歴史的な関連性
をもった構成で，思想の背景や時
代・風土などと関連させた記述・構
成がされており，生徒に理解しやす
く，かつ深い思考につながりやすい
内容となっている。小論文対策な
ど，さまざまな学習展開も期待でき
る内容になっている。

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　327 
改訂版
数学Ⅰ

普通：１年

中高一貫校として６年間で全国に通
ずる学力を身につけさせるという特
性から，難易度も適当であり例題と
問いのギャップが少なく，授業の進
度を維持しながら習熟度に合わせて
問題補充しやすい。

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　327
改訂版
数学Ⅱ

普通：１年

前年度までに学習した数学ⅠＡと比
べて，難易度も上がるので例，例
題，応用例題と段階別の問題が分か
りやすく分けて記載されており，解
説も丁寧である。

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ　322
改訂版
数学Ⅲ

理工・数
Ⅲ：３年
生物・数
Ⅲ：３年

記述がわかりやすく，数学への興
味・関心が広げられるコラム等が掲
載されている。段階別の問題が分か
りやすく分けて記載されており，解
説も丁寧である。

数学Ａ 104 数研 数Ａ　327
改訂版
数学Ａ

普通：１年

確率や平面図形を苦手とする生徒に
とって，例題や問の問題が分かりや
すいものになっており，その説明も
図解されている。また，習熟度に合
わせて，章末問題等で，補充が可能
になっている。

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ　325
改訂版
数学Ｂ

普通：２年

数列やベクトルの分野では，図や考
え方のイメージを視覚化することに
よって，わかりやすい解説となって
いる。例，例題，応用例題と段階別
の問題が分かりやすく分けて記載さ
れており，解説も丁寧である。

付議　48

高志中等
（後期課程）



2019年度新潟市立高志中等教育学校（後期課程）用教科用図書選定理由3

物理基礎 104 数研 物基　319
改訂版
新編
物理基礎

普通：１年

教科書に記載された内容が適切であ
り，わかりやすいように図や表など
も丁寧に描かれている。また，学習
内容定着のための演習問題も十分で
ある。次年度に向けて基礎・基本を
固めるのに適した教科書である。

物理 104 数研 物理　313
改訂版
物理

理工：２年

物理基礎の学習を受け，連続した学
習を進めていくのに適している。記
載内容が適切であり，丁寧な図説が
あるなど，わかりやすさへの配慮も
なされている。また，学習内容定着
のための演習問題も十分である。

化学基礎 104 数研 化基　319
改訂版
化学基礎

普通：１年

教科書に記載された内容が適切であ
り，学習内容定着のための演習問題
も十分である。また本文の内容を深
める参考や話題，図表も多く記載さ
れており基礎から発展まで幅広く学
習を進めることができる。

化学 104 数研 化学　313
改訂版
化学

理工：２年
生物：２年

化学基礎の学習を受け連続した学習
を進めていくのに適していると判断
した。また，学んだ知識を総括的に
演習するための問題も充実してお
り，受験にも対応できる。

生物基礎 2 東書 生基　311
改訂
生物基礎

普通：１年

中学校との接続を意識した簡潔な本
文記述で，生徒が読みやすく，図の
質も高い。また、発展的内容も適切
に扱われており，中高一貫校とし
て，質と量の調和のとれた学習指導
を行うのに適している。

生物 2 東書 生物　306
改訂
生物

生物：２年

４単位という標準単位数に対して，
教科書に記載された内容が適切であ
る。また，探究や発展的内容も十分
に配置されており，生物科学コース
の生徒が学ぶのに適している。

保健体育 50 大修館 保体　304
現代高等保健
体育
改訂版

普通：１年

統計的資料や図などが豊富に取り入
れられており，解説も詳しく付けら
れている。また，本文で取り扱って
いる内容は他の教科書と比べて難し
く，細かい内容を取り扱い，学習内
容が多い。保健に対して興味・関心
をもち，自ら調べたり深く内容を追
求したりして学習を進めるのに適し
ている。

音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ　310 MOUSA１ 普通：１年

新しい曲が豊富に取り入れられてお
り生徒の興味を引く幅広いジャンル
の曲が多く盛り込まれている。楽曲
内容も細かい解説が記載されてお
り，自ら演奏方法を調べたりしなが
ら学習を進めることができる。

付議　49

高志中等
（後期課程）



2019年度新潟市立高志中等教育学校（後期課程）用教科用図書選定理由4

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　305
高校生の美術
１

普通：１年

豊富な題材構成，実物の大きさを意
識した作品資料，充実の技法資料が
ある。生徒の興味を喚起し，作品制
作中のつまづきを自力で解決するこ
とができる。自ら課題を見つけ主体
的に解決していく学習を進めるのに
適している。

書道Ⅰ 6 教図 書Ⅰ　306 書　Ⅰ 普通：１年

授業で自ら課題を見つけ，主体的に
解決していく学習を進めるための手
本として使いやすい。この教科書は
文字のサイズが拡大されていること
や教科書のサイズが机に置きやすい
ように工夫されていることから，手
本を有効活用して練習するのに適し
ている。

コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

15 三省堂 コⅠ 333
CROWN English
Communication
Ⅰ New Edition

普通：１年

生徒が関心を持てるような題材が多
く採り上げられており，４技能をバ
ランスよく身につけるための構成が
成されている。

コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

212 桐原 コⅡ 353

PRO-VISION
English
Communication
Ⅱ New
Edition

普通：２年

生徒の興味・関心をかきたてるよう
な題材であふれている。また４技能
を統合したさまざまな言語活動がで
きるように工夫されている。

コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

104 数研 コⅢ 337 

Revised
POLESTAR
English
Communication
Ⅲ

普通：３年
生徒が関心を持てるような題材が多
く採り上げられており、難易度も適
当である。

英語表現Ⅰ 212 桐原 英Ⅰ 343

EMPOWER
English
Expression
Ⅰ
Essential
Course

普通：１年

「文法」の基礎から発展までを体系
的に学習しながら「書く」表現力と
「話す」表現力を身につけるための
様々な活動が盛り込まれている。

英語表現Ⅱ 15 三省堂 英Ⅱ 318

CROWN
English
Expression Ⅱ
New Edition

普通：２年

問題が内容・量ともに適当であり，
見やすい構成で生徒の理解を助ける
工夫がなされている。インプット・
アウトプットの活動量やバランスも
良い。

家庭基礎 6 教図 家基　313

高等学校
家庭基礎
グローバル＆
サスティナビ
リティ

普通：２年

新しい資料が豊富に取り入れられ，見やす
く，登場人物と同じ視点で課題の発見と解決
に向けた主体的，協働的な学習が行いやす
い。「グローバル」「サスティナビリティ」
というコラムが各所に掲載されており，広い
視野をもち，多様な価値観の中から自分の価
値を見つけられるよう工夫されている。

社会と情報 7 実教 社情　311
最新社会と
情報
新訂版

普通：１年

例題や事例が豊富であり，論理的な
思考や客観的な視点を身につけるた
めの教材の工夫がある。情報倫理や
統計処理などを扱っており，他教科
との連携を図りやすい。

付議　50

高志中等
（後期課程）



議案第２１号

新潟市立幼稚園再編実施計画について

新潟市立幼稚園再編実施計画について，次のとおりとしたいため議決を求める。

  平成３０年８月２９日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

非公開で審議を予定しているため，詳細は審議時に関係者にのみ配布いたします。

付議　51



報  告





報告　1



報告　2



報告　3



学校の夏季における休業日に関する児童生徒等の

健康確保に向けた対応等について

学校支援課 

１ 文部科学省通知（平成３０年８月７日 30初教課第９号）
「学校の夏季における休業日に関する児童生徒等の健康確保に向けた対応等につい

て」

＜内容＞ 

  ・空調設備の整備状況等も加味しつつ、気象状況に注意し、児童生徒等の健康を最優先

に考慮した上で、年間を通じた総授業時数の確保に留意し、必要に応じて、夏季にお

ける休業日の延長又は臨時休業日の設定、それに伴う冬季、学年末及び学年始休業日

の短縮又は土曜日における授業の実施等をはじめとした柔軟な対応を検討すること。

  ・夏季休業期間中に予定されている児童生徒等の登校日等においても、当該日にかかる

気象予報等の情報に注意し、延期又は中止等の柔軟な対応を検討すること。

  ・環境省の熱中症予防情報サイトにおいて公表されている暑さ指数をはじめとした、関

連通知等を参考に、学校及び地域の実態等を踏まえて判断すること。

  ・学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11号）第６３条に規定する「非常変災そ
の他急迫の事情があるとき」には、熱中症事故防止のために必要がある場合も含まれ

る。

２ 新潟市の対応 

・本市としては、夏季休業を一律に延長することは考えていない。

・ただし、休業日は各学校園で定めることになっていることから、夏季休業の延長、臨

時休業日の設定等、授業日を変更する場合は報告すること。

・夏季休業明けの教育活動実施にあたり、熱中症事故防止を徹底すること。

・児童の熱中症予防のため、学校内（空き教室及び敷地内）の放課後児童クラブ施設を

授業等に活用（夏季休業後より利用開始）。

３ 新潟市陸上記録会の中止について 

〇児童の熱中症事故防止の対応として、新潟市陸上記録会を中止した。 

西地区：平成３０年７月２６日（木） 

東地区：平成３０年７月２７日（金） 

・予備日も設定していたが，厳しい暑さが続くとの予報があった。

陸上記録会は，１年前に会場を押さえ，当日に向けて準備を進めるため，三千人規模

の大会ができる代替会場を押さえるのが難しいこと，全小学校の教育課程を変えて日

程を決めるのが難しいことなどから，やむを得ず中止とした。

・さらに，区単位等，小さな規模での実施も検討したが，記録会当日に向けて，子ども

たちが練習を重ねてきたこと，これからもう一度行うには，再度練習をしていく必要

がある。また，解団式等を各校で行っていて，再度選手としてのモチベーションを上

げていく必要がある。このことが，かえって子どもたちや学校の負担になることから，

中止とした。

・今後，各校において，今シーズンのベスト記録を記載した記録証を全校集会等で渡し，

これまでの努力を称えていく。自分の努力の成果を知り，自己の成長を一つの自信と

してほしい。 
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平成３０年８月２９日

平成３０年度 新潟市奨学生等の選考結果について

学 務 課

１ 奨学生（候補者）の選考 

 新潟市奨学金条例施行規則第４条及び新潟市社会人奨学金条例施行規則第４条に
基づき、下記により奨学生（候補者）の選考を行うため選考委員会を開催した。

（１）開 催 日  平成３０年８月８日（水）

（２）選考内容   新潟市奨学生及び新潟市社会人奨学生選考基準に基づき基準
適合の可否等選考方針について説明し、選考委員より意見を聴
取した。

２ 選考結果 

（１）新潟市奨学金 

高等学校 専門学校 短期大学 大学 大学院 合計

募 集 人 数 ２ １０ ５ ８０ ４ １０１

申 請 数 ２ １３ ８ ７６ ２ １０１

基準適合外 ０ ０ ０ １ ０ １

候 補 者 数 ２ １３ ８ ７５ ２ １００

   《貸付額》 高等学校 ： 年額２０万円

専門学校・短期大学・大学・大学院 ： 年額４０万円

（２）社会人奨学金 

専門学校 短期大学 大学 大学院 合計

募 集 人 数 ６ ６

申 請 数 ０ ０ １ ０ １

基準適合外 ０ ０ ０ ０ ０

候 補 者 数 ０ ０ １ ０ １

   《貸付額》 年額２０万円、３０万円、４０万円から申請時に選択

          （今年度は、申請者１名が４０万円を選択）

参考  

年度別採用状況 (人）

募集

人数

採用

人数

募集

人数

採用

人数

募集

人数

採用

人数

募集

人数

採用

人数

募集

人数

採用

人数

募集

人数

採用

人数

募集

人数

採用

人数

Ｈ２８ 8 0 17 9 5 6 80 74 10 4 120 93 10 7

Ｈ２９ 5 0 17 12 5 9 80 106 10 3 117 130 9 1

Ｈ３０ 2 2 10 13 5 8 80 76 4 2 101 100 6 1

社会人
年度

大学 大学院 合計高校 専門学校 短大
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貸付終了者からのアンケート結果  Ｈ２９年度　貸付修了者（１１８人中１１４人から回答）
Ｈ２８年度　貸付終了者（７８人中６５人から回答)

その他の主な意見（自由記載）
【貸付条件等について】

・借りる額が増えると生活しやすい学生が増えると思う。

・返済額をもう少し少額ずつにしてほしい。

・返済額が少額ずつなので助かる。

・返還期間を長くし，1回当たりの返還額を少額にしてほしい。
【その他】

・奨学金制度についてよく理解しないまま借りてしまった。借用する前から知識があるかないかで進学先も変わってくる。

進学前の学校の方でもっと教育して欲しかった。

・奨学金のおかげで安心して学校に通えた。

【H29併用している主な奨学金】
（複数回答有）

・日本学生支援機構奨学金(44人)
・新潟県奨学金(12人)
・母子寡婦福祉資金(1人)
・民間法人の奨学金(5人)

[値](63%）

[値]
（34％）

[値]

[値]
(55%)

47人
（41％）

[値]

0

10

20

30

40

50

60

70

あ
り

な
し

無
回
答

3. 他の奨学金制度の利用

【H30就職先の主な業
種】

・医療・福祉業(29人)
・公務員(8人)
・卸売・小売業（8人）
・製造業（10人)

5人（8％）

47人（72％）

6人（9％】

[値]人
（9％）

89人（78％）

7人（6％） ８人

0
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求
職
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の
他

無
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４. 貸付終了後の進路

5人 2人

【H30 「ある」とした主な理由】
・返済能力の維持(8人)
・計画的に返済できるか心配(3人)
・求職中(2人)

１４人

（22％）

43人
（66％）

7

２５人
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[値]人
（72％）
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５. 返済にあたっての心配
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2. この制度を何（どこ）で知ったか
（複数回答有）

41人

3人
2

6 3

47

4 3 00

11
6
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6 8

0
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1. ｱﾝｹｰﾄ回答者の
貸付種別

H28 H29

【H30就職先の主な所
在地】

・新潟市内(46人)
・新潟県内(12人)
・関東圏内(24人)
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