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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 これより佐賀市教育委員会６月定例会を開きます。 

 おとといの子どもの教育を考える日～学校フリー参観デー～には、多くの方々が各学

校にお見えでございました。教育の大切さを認識していただくということは、教育力を

高めていくもので、非常にありがたいと思います。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は、伊東委員さんが所用のため欠席でございます。 

 ６人中５人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立しております。 

 本日の日程につきましては、配付しております日程のとおりで、ご異議ございません

でしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（山下委員長） 

 日程２の会議録について、説明を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 ５月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、６月１２日に配付したとおり

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりましたが、報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することといたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 議会が始まり、各課で議員と折衝をして、ご質問の要旨の把握に努めているところで

ございます。 

 先日は子どもの教育を考える日～学校フリー参観デー～でございました。委員の皆様

にご出席いただきましてありがとうございます。私も小学校、中学校数校回りましたが、

いろいろ校長先生にお話を聞きながら各教室を見せてもらいました。 

 先般、濱田真由選手の表敬訪問がございました。このたびテコンドーの５７キロ級で

金メダルをおとりになりまして、今回の歓談をさせていただきましたけれども、私感心

いたしましたのは、非常に集中力がすごいことと、また、私が一番気になっていたこと

が、何キロ級となりますと減量がつきまとうので、そのことをお尋ねをしたら、自分は

減量はほとんど影響ないとおっしゃられたことでした。常に体重を保てているというこ

とは私自身は鬼に金棒だと思い、今度のリオ五輪にもますます期待せずにはいらないな

と思いました。この濱田選手の表敬訪問をまずお伝えしておきたいと思います。 

 それでは、プリントに沿いまして報告をいたします。まず１つは、市長も非常に力を

入れておられますが、発達障害の関係で、久保田産婦人科麻酔科医院の久保田史郎院長



  2 

先生の「日本の周産期医療を見直す」という演題の講演を聞く機会がございました。私

たち教育分野では、どちらかというと対症療法的に、発達障害児にどう対応するかとい

うことを考えがちですが、、発達障害児を防ぐという視点からお話をしていただきまし

た。また、国民医療費の増加が防げることもあわせて話をいただきました。先生はこれ

をデータに沿って、新生児の体温管理の問題とか、あるいは新生児の栄養管理の問題と

かの話をされまして、非常に説得力のあるお話であったと思いました。また、久保田先

生のお話によりますと、自民党会派でも話をされたと聞いております。もしかすると、

この説がどうかという動きがこれから全国的にうねりとなって出てくる可能性もある

なと感じたところです。いずれにしても、発達障害児に対する私どもの教育的な対応と

いうのは、とても大事なものになってまいりますし、でき得れば防ぐという視点からの

研究が進めば、やはり教育界にとっても大きなメリットがあると考えているところで、

今後ともこの発達障害を防ぐという視点、またどう対応するかという視点を、今後とも

私どもも続けていかなければいけないと感じたところでございます。 

 特にメールでも促していましたが、先般の小学校の発達障害を持った子どもさんの訴

訟問題、市長の思いがきょうのブログで出されておりました。この発達障害についての

非常に強い思いが市長にもございますので、今後ともこれについては私どもも真摯に向

き合っていかなければいけないと感じたところです。 

 ２点目です。２点目は、中学校の教科用図書の採択委員会が６月２日に行われまして、

中学校の来年度以降の教科書採択に向けた調査が開始されました。恐らくこれから調査

があって盆前ぐらいには選定委員の結論が出ます。それに基づいて私どもは教育委員会

会議の中で採択するかどうかという付議にかけることになりますので、そのときにはま

たよろしくお願いしたいと思います。ただ当日、それぞれの採択委員のほうから意見が

出たのは、１つはカラーユニバーサルデザイン、これをもっと真剣に考えて採択をして

ほしいこと、それから調査から選定までの過程、これを丁寧にやってほしいこと、そし

て、これまでの採択教科書にとらわれないより佐賀市の子ども、あるいは佐城の子ども

の実態に合った教科書を公平な目で選定してほしいとの要望を出して、この委員会を終

わったところでございます。 

 ３点目は、委員の皆さん方にもご参加いただきまして、子どもへのまなざし運動の推

進委員会全体会が行われました。今回、リーフレットが改めらました。これは昨年度、

子どもの権利条約を受け、子どもの権利という視点からこの運動をもう一度見る必要が

あるのではないかという問題提起がなされ、各部会で話合いをしながら進めて、本年度

の方針が決まり改正したところでございます。特に今年度は、３つの運動はもちろん続

けますけれども、大きく３項目の重点取り組みを設定されておりました。１つは、まち

づくり協議会等との連携の中での説明会、次に企業訪問の言うならば強化、３つ目が地

域行事等での子どもの出番をできるだけつくってもらうような啓発、これらのことをや

っていくことで、今年度８年目を迎える子どもへのまなざし運動を進めていくことにな

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 ４点目は、佐賀市人権・同和教育総会並びに研修会がございました。私どもは、この

人権・同和教育につきましては、この佐賀市の人権・同和教育研究会で統一的に研究テ

ーマを持ち、この具体的課題をつくって全市的に各学校取り組んでおります。共通テー

マの中で。これをことし一年間続け、年度末にはその成果を発表してもらうことにして

おります。本年度の研究の具体的課題は３点ございます。一点目の大きな課題として、

人権が尊重される環境づくりに取り組みます。２点目は人権が尊重される人間関係づく

りに取り組みます。３点目は、人権が尊重されるかつ学習活動、つまり授業づくりに取

り組みますということで、この３点目は大きな具体的課題として、①、②と書いており

ますようなことを全市的に各学校が行っていくことになります。 

 講演は、小濱幸雄先生による講演がございましたが、私どもは教育委員会研修会のた

め、ここは聞けずに退席させていただいたところでございます。 

 今後とも、人権・同和教育、特に人権教育という視点は学校教育の根幹をなすもので
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ございますので、今後の取り組みに大いに期待をしたいと考えているところです。 

 以上、報告を終わります。 

 

（山下委員長） 

 報告内容にご質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 引き続き、日程４の提出議案であります。 

 まず、第５号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立生涯学習センター運

営審議会委員の委嘱について』について、社会教育課からご説明をお願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料１ページをお願いいたします。 

第５号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立生涯学習センター運営審議

会委員の委嘱について』は、社会教育法第３０条及び佐賀市公民館条例第１４条第２項

並びに佐賀市生涯学習センター条例第１２条第３項の規定に基づきお願いするもので

ございまして、内容としましては、自治会、ＰＴＡなどの各種団体の役員交代、学校校

長の人事異動等によります公民館及び生涯学習センターの運営審議会委員の変更に伴

います委嘱をお願いするものでございます。 

 ２ページに、今回交代される委員の名簿をお示ししております。 

 まず三瀬公民館運営審議会につきましては１名の交代で、ＰＴＡ役員の交代によるも

のです。川副町公民館運営審議会は２名で、学校長、学識経験者の交代、東与賀公民館

運営審議会も２名で、自治会代表とまちづくり協議会代表の交代によるものでございま

す。久保田公民館運営審議会も２名で、学校長、自治会の代表の交代によるものです。

最後に、富士生涯学習センター運営審議会も２名交代があり、学校長、学識経験者の交

代によるもので、計９名の変更となっております。 

 なお、諸富町公民館運営審議会、大和生涯学習センター公民館運営審議会については

交代はございません。今回交代される運営審議会委員の任期につきましては、前委員の

残任期間となりますが、三瀬、川副町、東与賀、久保田、この４つにつきましては平成

２７年９月３０日までの任期となっております。富士生涯学習センターのみ、平成２８

年の７月３１日までの任期となっております。 

 運営審議会委員の委嘱についての説明につきましては以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第５号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立

生涯学習センター運営審議会委員の委嘱について』は、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 まず報告事項(1)「郷土学習資料改訂事業の進捗状況について」、学校教育課からご説

明をお願いします。 
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（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 資料の３ページのほうをごらんください。現在、佐賀市では、小学校の郷土学習の資

料として「さがの七賢人」をつくっております。これは平成９年度に作成したもので、

賢人たちの人柄がわかるエピソードが掲載され非常に読みやすい資料となっており、私

も社会科の授業等で使わせていただいて、子どもたちにとって本当に興味深い資料にな

っています。小学校では４年生と６年生の道徳や社会科を中心に使わせていただいてお

ります。これまで部分改訂なども行ってきましたが、この中で掲載されている方は幕末

から明治にかけてのいわゆる行政者、為政者の方ばかりでございます。佐賀出身の先人

たちには政治以外の分野で活躍した方もたくさんいらっしゃいます。これらの方が取り

上げられていないため、そういう多くの方々に触れる教材がございませんでした。それ

から合併して市の地域も広くなり、いろいろな郷土出身の活躍された方の教材もぜひ欲

しいという願いがございました。また平成１８年度に定めました「佐賀市の目指す子ど

も像」の一つとして、「佐賀を誇り、愛着をもつ子ども」の育成を狙って、できるだけ

多くの分野で活躍した人を教材として使わせていただきたいということもありまして、

今回改訂を行うことに決定したわけでございます。 

 平成２６年度から、小・中学校の教員１０名と、それから監修委員２名で構成する改

訂委員会を設置し、検討をすすめてまいりました。そして大体こういう方々をという選

定が終わり、今年度は委員をふやしまして、小・中学校教員２１名と監修委員２名で実

際に作成に入っている途中でございます。 

今回改訂する資料名は、「さがの人物探検９９～１００人目はあなただ！～」といた

しまして、子どもたちが興味を持つような表題にさせていただいております。これは実

際に９９人を選ぶのではなく、佐賀出身の方で非常に活躍した人がこれだけ多くいます

よ、そういう人たちをみんなも探してみましょうというようなコンセプトでタイトルを

決定させていただきました。このため、どちらかというと物語的なものというよりも、

人物ゆかりの場所に行ってみたい、ぜひ自分から調べてみたいというようなガイドブッ

ク的なものにしたいと考えております。 

 現在、佐賀市出身で非常に活躍した先人の方を大体５０名程度今のところ選定をして

おります。それから、それに関連する人々、それから巻末に名前だけ挙げる人も含めま

したら１００名を超えるぐらいの人数になると考えております。政治に限らず、医学、

文学、政治、経済、スポーツ、芸術、教育、福祉など、できる限り多くの方々を取り上

げております。また、出身の校区をバランスよく選出しておりますので、自分が住んで

いる街にこんな人がいるんだと興味を持ってもらったり、なかなか表に出にくかった女

性にも視点を当てたり、明治、幕末期だけではなく、今の時代に近い方々も取り上げ、

民衆目線での人物の人となりとか、業績を捉えるような形にしています。 

 実際の見本として、プロポーザルに参加した業者が提案されたものをお持ちしており

すが、大体このような感じになると考えております。 

まず表紙がありまして、２ページ分がグリコの創設者である江崎利一氏としておりま

す。２ページ分の方はこのような見開きでイラスト等を使うとか、その人の年表とか、

それから関係ある施設などを取り上げて、こういう形で子どもたちが興味を持ってまず

これに取り組んでいただいて、そして、こんなところがあるならぜひ行ってみたいとか、

自分たちがよく食べているグリコってこの佐賀の人がつくったのとか、そういうふうな

形で子どもたちが興味を持ってくれればというふうに思います。 

 もちろん七賢人の７人の方は最も有名な方ですので、４ページを割こうと考えており

ます。それ以外にも２ページ、または４ページで多くの方々を取り上げていきながら、

例えば、芸術分野、岡田三郎助みたいな美術の関係の人とか、それから売茶翁のような

方とか、それから最近の方で言えばスポーツで、佐賀ノ花とか大麒麟とか、私たちはす

ごくなじみ深い方なので、そういう方も取り上げて、へえーっと子どもたちが興味を持

てるような、そういう内容にしたいというふうに考えております。そして、なかなかこ



  5 

こで取り上げられなかった方についても、先ほど申しましたように巻末に人物とその概

要を掲載するという形で、１００名前後の方をご紹介できればというふうに思っており

ます。現在、印刷物は６，０００部を考えておりまして、各学校で配布させていただい

て、子どもたちの学習に使わせていただくとともに、もし希望なさる方がいらっしゃっ

たら、それについても配布できるような形をさせていただこうというふうに考えており

ます。今原稿の作成中、資料の収集中でございますので、スケジュールのところに書い

ておりますように、１月初めぐらいに初校ができ上がりまして、そして最終校が２月の

中旬、そして印刷・製本になりまして、３月１５日ぐらいに各学校、それから関係諸機

関に配布する予定にしております。こういう流れで進めさせていただこうと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（山口委員） 

 済みません、校正の部分で、「漢字を使い、難しいものはふりがなを付ける」と書い

てありますが、配布される対象は小学校でしょうか。中学校も含まれるでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 小学校のみに配付する予定でございます。 

 

（山口委員） 

 漢字は何年生ぐらいが読める程度でふりがなをつけられるのでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 一応基本的には今の七賢人と同じように、４年生以上を対象というふうに考えており

ますので、大体４年生の漢字以上についてはふりがなをつけることにしております。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 

（東島教育長） 

 これ配布は３月１５日ぐらいにしていますが、年度末で多忙気になります。また人事

異動もありますので、職員の体制も変わりますので、新年度の４月に配付したほうがよ

いのではないでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 各学校へ実際に配布するのは、年度があけてからのほうが、受け取る学校としてはよ

いということもあるかと思います。 

 

（東島教育長） 

 年度末で本も教科書類も全部束ねて１カ所に出します。この本を３月１５日に学校に

配付したら、きちんと保管しておかないと、どさくさでまぎれて廃棄されたりする可能

性もあります。新年度明けて、新体制になった時点で配付することを検討していただけ

ませんか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、わかりました。配布時期は検討いたします。 
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（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 私は、対象が「小学校４・６年」となっている点が気になりました。なぜ５年生は対

象とされていないのでしょうか、または対象となっているのでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ４・６年と書いているおります理由が、実際最初に郷土のことを学ぶのが小学校では

４年生になります。４年生で学習し、そして６年生では歴史学習というのが社会科の中

にありますので、４年生と６年生で主に使うことになります。もちろん５年生で使って

いただいても結構です。これは個人配布じゃなくて学校保管ですので、５年生で使って

いただいて構いません。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、報告事項(1)「郷土学習資料改訂事業の進捗状況について」、これ

で終了します。 

  

 その他で、さきほど申しましたけれども、フリー参観デーの感想を述べていただきた

いと思います。岸川委員さんからどうぞ。 

 

（岸川委員） 

 私は、地域の評議員等もしている関係で、例年のように循誘小学校と城東中学校に行

ってきたました。保護者もマナーが非常によくなっていまして、以前のように携帯で撮

ったりするような方はいらっしゃらなくて、非常にいい雰囲気であったと思います。工

夫されているなと思いましたことが、休み時間に電子黒板を使って元気アップの循誘小

学校の分は放映されていて、これを親子ともども一緒に見ておられたので、上手な使い

方をされていると思いました。 

 また、どちらかといいますと中学校が見ていて、保護者の方たちの私語が多かったよ

うに感じました。それと、授業をされているところで、見に来ていた卒業生らしい高校

生に知り合いの保護者さんたちが懐かしさもあって話しかけられていたので、注意しよ

うかと思いましたが、そこではやめておきました。 

 この日、城東中学校区では例年クリーン大作戦をされております。私も子どもたちと

一緒に神社でごみ拾いをして、中学生の新１年生の子たちは卒業した母校に戻って小学

生と一緒にやるのですが、非常に中学生の子たちが下級生たちをまとめてされておりま

すことが、大変いい取り組みだなと感じました。フリー参観の時期に限らなくてもいい

ですけど、ほかの校区でも同じ取り組みをされたらいいんじゃないかと思った次第で

す。 

 小学校では、ＰＴＡの教養委員の主催で、啓発活動をしているぶんぶんテレビの方を

講師に迎えて、５、６年生の児童・生徒と保護者、地域の方に対して、１時間の情報の

モラル教育をされました。子どもたちにわかりやすいように、犯罪に巻き込まれないよ

うにとか、加害者にも被害者にもなり得るというようなネットの要点を説明していただ

きました。やはり子どもだけじゃなくて、親子で一緒に見てもらい、保護者の方にも自

覚してもらうという意味で、こういった取り組みは非常にいいことだと思いました。そ

れと、お父さんたちが駐車場の誘導等をされていて、本当に地域に根づいたフリー参観

デーになっていると感じたところです。以上です。 

 

（山下委員長） 
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 次に山口委員さん、お願いします。 

 

（山口委員） 

 私は、大和中学校と春日小と春日北小学校へ行ってまいりました。余り時間がなかっ

たので駆け足で見させていただいたのですが、実は私、初めて中学校のフリー参観に伺

いました。思っていたより、落ち着いた環境で授業を行われているなと思ったことと、

とてもきれいに掃除をされていると思いました。少し気になりました点は、壁の汚れが

少し目立つと思いましたので、それはできる範囲できれいにされるともっと明るい校舎

のイメージができると思いました。春日小学校、春日北小学校は何度か足を運んだこと

がありましたので、中学校と比べますと、にぎやかという言葉は適さないかもしれませ

んが少しわいわいがやがやとしておりまして、先ほど岸川委員さんからの話が出ました

けれども、お恥ずかしい話ですが、やはり保護者の私語がとても多いという印象を受け

ました。保護者がやはり授業中に私語をするのは余りよろしくないなということを改め

て感じた次第でした。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 福島委員さん、お願いします。 

 

（福島委員） 

 私は近いところだけで申しわけなかったですが、神野小と勧興小と成章中学校に回ら

せていただきました。先ほど皆さんおっしゃられたとおり、比較的定着してきているの

か、子どもたちは結構落ち着き、なれていて、保護者の皆さんもわいわいがやがやして

いるというより、にこやかに黙って教室を見ているという感じで、大分いいなと思いま

した。あとは、特に気になったことはなかったのですが、暑かったからお茶が置いてあ

り助かったなと思いました。雨が降らなくてよかったなと思いながら、すごく、何か定

着していい感じだなと思いました。 

 

（山下委員長） 

 では、教育長さん、お願いします。 

 

（東島教育長） 

 きょうの新聞記事に載っていましたが、齋藤用之助さんを教材とした一番最初の授業

を先駆けで若楠小学校やってくれました。この参観と全教室を回ってまいりましたが、

よく勉強している姿がうかがわれました。中学校は少し私も気になるところに行きまし

たが、以前よりも授業態度が１年生から３年生まで全てよくなっておりましたが、１つ

課題として思うのは、途中で転校してくる子、それも国立とか県立とか市立から途中で

来る子どもが学校の中になかなかなじみにくいというようなことを校長から聞きまし

た。そのクラスものぞかせてもらいましたが、やはり中学校ともなりますと、途中転校

も何かの要因があって戻ってきた子どもたちにはなかなか難しいところがあるなと感

じました。この辺は中学校の１つの課題かなと思いますが、ただ、子どもたちが懸命に

頑張っていて、その頑張っている姿の一つが、男女が仲よく学習しています。往々にし

て、男は男同士とか、女同士とかということで学習がなされますが、この学校は男女が

一緒になって共同学習をやっている。この姿を見れば正常だと思ったところです。校長

にお聞ききしましたところ、成績も上がってまいりましたとおっしゃられまして、それ

はそのとおりだろうと思ったところです。どの中学校もこのような形で、もう一息頑張

ってくれたらとの思いで帰ったところです。 
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（山下委員長） 

 私は若楠小学校と春日小学校に参観させていただきました。先ほど教育長がおっしゃ

いましたように、若楠小学校の５年１組では、沖縄の硫黄鳥島の島民たちをみんな久米

島に移動させ、そのあと沖縄本島に尽力された齋藤用之助氏に関する授業を見させてい

ただきました。授業のはじめに齋藤用之助氏の功績をまとめたＤＶＤを流されました

が、非常によくできており、子どもたちは、本当に食い入るように見ておりました。そ

のあとの道徳の授業で、第１４代の齋藤用之助氏が来られて、ひいおじいさんのことを

調べるきっかけになったことを話されました。人の役に立つことをした１１代の齋藤用

之助氏が沖縄から佐賀に戻られるときに１万人に見送られらたということにお話され、

私も非常に感銘をうけましたが、子どもたちもそういう話を聞いて、すごい人が佐賀に

いたことと思えたと思います。これでまた、佐賀はすばらしいと、子どもたちの心の中

に刻まれたのではないかと思います。 

 学習状況は非常によかったと思いました。どこの学校も非常に参観しやすいようにみ

んな窓をあけたりされていましたが、ただ１つの教室で子どもたちの作品を教室の中か

ら廊下側に啓示物が縦にしてあり、それが何列もあって、少し見にくいとところがあり

ました。みんなが見やすいように掲示されていたら、もう少しよかったと思いました。 

 それから、保護者の委員の皆さんで、子どもたちの忘れ物の水筒や傘を並べられてい

らっしゃいました。幾つぐらい元のところへ返却できたかわかりませんが、これもいい

取り組みだなと思いました。 

春日小学校では参加者が非常に多かったのですが、先ほどの山口委員さんと同じく、

私も保護者の私語が気になりました。また、自分の子どもをスマートフォンやビデオカ

メラで撮っている人がいらっしゃって、撮影してもよいのかなと思いました。ほかの子

どもも当然写るわけですから、その点も少し意識されて、あるいは学校からこういう理

由でご遠慮くださいということを、保護者に周知していただければよかったのではない

かなと思いました。 

 また、春日小学校では、子連れの赤ちゃんたちに優しい授乳室が設けられ、お年寄り

の方に優しい椅子が教室に必ず二、三脚置かれておりました。おじいさん、おばあさん

はそこに座って参観することができるような環境も整えられておりました。 

 どこの子どもたちも、非常にまじめにしっかり勉強していたと思います。さきほど岸

川委員さんがおっしゃったようにお父さんたちも、駐車場の整理を本当にお父さんたち

がしっかりなさって、私たちもその指示に従っていってスムーズに駐車ができました。

また来年はもっとたくさんの方が来てくださるといいなと思っております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 学校教育課の計らいで、学校元気アップＤＶＤをぜひフリー参観デーにどこかで映像

を流してしてくださいというお願いをされていましたので、どの学校ででも流れており

ました。 

 

（岸川委員） 

 私も思っていたのですが、今、委員長が言われたように、やはり見る人への配慮が必

要だと思います。私は３番目の子どもが附属小学校だったのですが、附属小学校の場合、

フリー参観デーのときは窓を全部外されていました。全教室。今回回りましてクラスに

よっては曇りガラス、またガラスが光の反射とかで見えにくいところがありました。や

はりあれだけの地域の方とか保護者の方がおみえですし、また窮屈なクラスの中に入り

にくいところもありましたので、窓枠を外すぐらいの配慮をしていただければと思いま

した。 

 それとフリー参観デーの保護者に対する注意書きのようなことのご意見がありまし

たが、北川副小学校の学校訪問のときに、既に先週の段階で教室の後ろに「私語はやめ
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てください」とか「携帯で撮らないでください」、「携帯の持ち込みはご遠慮願います」

というものを張られてありました。こういうことは本来、保護者の方たちが自発的にす

るべきですけど、学校のほうからもそういう主張なりするべきかと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかにつけ加えはございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに何かここで伝えて共有していくものとかは何かないでしょうか。ございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかにないようでしたら、これで６月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 


