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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 それでは、定例の教育委員会をただいまから始めたいと思います。 

 本日の日程につきましては、前もって配付しておりますので、その日程のとおりに進

めたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで進めさせていただきます。 

 本日は６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会は成立しておりま

す。 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 １２月２２日に開催されました教育委員会の会議録につきましては、１月２１日に配

付しておりますとおりです。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 前もって配られておりますが、お目を通していただきまして、修正のところがあれば

お願いします。 

 

     〔「非公開の会議録中に一部修正を」との発言あり〕 

 

 非公開の会議録中に、一部修正箇所がありますので、それを修正していただくという

ことで、これを承認ということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで、訂正の上に承認といたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 それでは、配布しておりますプリントに沿って、簡潔に申し上げたいと思います。 

 １点目は、北山東部小学校“やまばと山村留学”の説明会が暮れにございました。結

論的に申し上げますと、次年度は１年生と５年生がゼロになるおそれがありましたが、

５年生は留学を迎えることができるということで、現状では１年生だけがゼロという状

況になっております。だから、入学式が行えない状態ということになっております。 

 そこで、説明会ございましたが、４家族お見えいただいておりました。 

 この説明会の中では、最初にふれあいもちつき会がございまして、北山東部の地区の

方たち総出でこのもちつき会を設定されておりまして、これが昼食を兼ねておりまし

た。その後、説明会がございました。 

 留学生の感想をいろいろメモをしてきましたが、やはりこの留学の意義をここに認め

るところでもございます。そういう意味から、この山村留学で、できるだけ長く北山東



  2 

部小学校が続いてほしいなと願う反面、これだけ少子化で小さくなって、もう学校の体

をなし得ないような状況になってきております今の状況の中で、早く子供たちの環境を

整えてあげたいなという両方の面を感じながら参加をさせていただきました。 

 ちなみに、ことしで１７年目になるそうでございますが、延べ７９名が留学をしてい

るとことになります。そして、留学生実親の会というのが昨年発足したということで、

この山村留学にかける期待、意欲が非常に高まっているというのも事実でございまし

た。そういう意味で、この“やまばと山村留学”の意義と、子どもたちの環境の整備と

双方で私どもの一つの大きな課題が、またこれからどうなるのかなという思いをもちな

がら参加をさせてもらいました。 

 ２点目は、特別授業「こんにちは！先輩」あれから１０年の会。 

 これは実は巨勢小学校の敷地の南東のほうに「巨勢ふれあい館」というのが建てられ

ております。今は児童クラブと地域の方、あるいはＰＴＡの方のいろんな語らいの場、

あるいは活動の場になっておりますが、この寄贈された古賀常次郎さんが１０年前に小

学校６年生に特別授業をされております。 

 その中でいろいろお聞きしましたら、あの方の言われている「うそをつかない」「他

人のせいにしない」「時間におくれない」「お世辞を言わない」「人の手柄を自分の手柄

としない」、この中でも特に「うそをつかない」「時間におくれない」、このことを中心

に話をしましたということでございました。１０年たって、その当時、十一、二歳だっ

た子どもが二十一、二歳になって１０年目の出会いがあったということでございます。 

 その中で古賀さんが話をされましたが、子どもたちは今回さらにまた古賀さんの話を

聞いて、「小学校時代には十分理解し得なかったけれども、１０年後の今、やっと理解

することができました」と、そういうお礼のメッセージを贈っておりました。 

 そういうことで新聞記事をここに載せておりますので、これはまた後でごらんになっ

ていただきたいと思っております。 

 ３点目は、佐賀市の成人式でございます。 

 これは後もって青少年課からも報告があろうかと思いますが、それぞれの委員さん方

には大変お疲れさまでございました。私は東与賀会場のほうに行きましたが、去年と違

ったのは保護者の方がたくさん来ていらっしゃったということです。そして、新成人の

感謝の言葉、あるいはそのメッセージの中に、非常に親に対する感謝の心がにじみ出て

おりまして、本当に心を打つ式でございました。また、式場におられるお母さん方も目

に涙を浮かべられて、本当に成人した喜びを感じておられたところでございました。 

 また、ここで強く感じたのが、小学校、中学校の先生方が非常に協力的で、小学校の

卒業写真や、そのときに子どもたちが将来の夢を語っていたのをビデオなどに撮って、

この日に上映されまして、本当に非常に感激する式になったようでございます。 

 ４点目は、北川副校区の「ふれあい冬祭り（ほんげんぎょう）」です。 

 この校区は、「子どもへのまなざし運動」の一環として、いろんな地域の行事を取り

組んでいらっしゃいますけれども、今回、「こころを育む総合フォーラム全国運動」、こ

れは財団法人パナソニック財団ですが、ここで奨励賞という全国表彰を受けられるとい

うことで、２月５日に東京での表彰式があると聞いております。 

 そういうことで、北川副の「子どもへのまなざし運動」の一環としての取り組みが全

国的に評価をされたと。当然ながら、北川副のみならず、どこの校区でもこの運動に参

加をして、「子どもへのまなざし運動」の実践をやっていただいております。そういう

中で佐賀市の取り組みが全国的にも評価をされてきつつあるのかなと、そんな思いがい

たしました。 

 ５点目が、まなざしキラリ賞の審査会が先般ございました。 

 これは褒める事業の一つとして行っており、さらには１３日日曜日のまなざし推進大

会で表彰があるわけですが、今回、個人と団体の中で目立ってきたのが、企業の取り組

みが少しずつ前進をしてきつつあるということです。恐らく私どもとしては、この運動

を長く展開するためには、企業が行っているいろんな実践例をほかの企業に広めていく
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必要があるであろうということを感じながら、この審査会に臨んだところでした。 

 ６点目が、佐賀市の校区対抗駅伝がございました。 

 これには委員長、それからＡ委員さんにもお見えいただいておりました。先ほど課長

のほうからも資料が送られましたが、非常に天候に恵まれ、すばらしい大会になりまし

た。去年も行きましたが、ことしはなお天候がよかった分、余計それを感じたところで

した。しかも、非常に全国的に有名な選手も中におられて、その走りたるや、やっぱり

群を抜いておりまして、楽しんで見させていただいたところでした。 

 ７点目は、昨日、東与賀のほうで佐賀市教育研究発表会を行いました。 

 この日は私もしっかり参加をさせていただきましたが、この佐賀市教育研究所という

のものの存在を非常に感じたところでした。特に昭和３１年から佐賀市教育研究所が設

立されて、組織研究に取り組んでおります。 

 その１つの課題研究部は、教科研究と指導法の研究を。それからもう１つは、児童・

生徒理解部、これは生徒指導面での研究ということで、本当に組織的に佐賀市内の先生

方が真摯に研究に取り組んでおられて、その発表は非常にすばらしいものがありまし

た。特に教科研究のほうでは、子どもの学習意欲を高めるという視点から授業方法を探

っておりました。これはもうぜひ各学校の実践の中に生かしていただきたいという思い

で、この発表を聞いたところでした。 

 また、生徒指導のほうでも、「認め合う人間関係づくり」ということで、これまた非

常に理論的に、しかも、実践的に研究がなされておりまして、大変これは役に立つ研究

でございました。 

 それに合わせて個人研究８名おられましたが、その中で３名さんの発表がございまし

た。やはり時代の流れを感じさせる、あるいはその時々の教育課題を感じさせる、そう

いう内容でありまして、最近はＩＣＴ活用の教育のあり方、これがやっぱり主流をなし

た個人研究発表でした。 

 かつては、この個人研究にしても研究所の組織研究にしても、どちらかと言いますと、

ベテランと若手、ベテランが若手を育てる教育研究所でありました。また、個人研究は

若手の登竜門でもありました。ところが、現在では非常に先生方の多忙さがありまして、

せっかくいい研究をしているのに、なかなか先生方に披露する機会が少ない、範囲が狭

くなったと。きのう、約８０名ぐらいの教職員でしたが、以前はこれは全教員に聞かせ

ておりました。でも、今はそれがかなわない時世になりまして、各学校から１名程度の

代表で来ていただいての発表ということで、非常に内容からして、この人数ではもった

いないなという思いがしたところでした。ここら辺はひとつ工夫をしながら、やはり教

育研究所の研究の存在価値、それから、個人研究がやはり先生方の自分たちの研修意欲

を高めるステップになるということで、ぜひこれらの面について、また工夫をして取り

組めていけたらなという思いで、きのうは参加をいたしました。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何か質問か意見があればお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 “やまばと山村留学”の説明会に４家族が参加されたということですが、大体県内と

県外の割合というのはわかりますか。 

 

（教育長） 

 この４名すべて県内です。今回、福岡からの参加はございませんでした。来られたの

は佐賀市内と唐津方面でしたかね。実際に来られるのかどうかは、そこら辺がちょっと

まだはっきりしていないようです。 
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（Ａ委員） 

 そうですか。はい、ありがとうございました。 

 

（Ｂ委員） 

 新入生がゼロというのは、もう当初からその学年はゼロということでしたか。 

 

（教育長） 

 いえ、対象者はおりましたが、すべて三瀬と北山小学校に流れていって現実的にゼロ

になったということです。 

 

（Ｂ委員） 

 保護者の立場からしたら、やっぱり将来のことがありますから。 

 

（教育長） 

 それよりもむしろ、通学に関して、三瀬小学校に近い、北山のほうに近い、こういう

距離感からではないかなと思っております。 

 

（教育総務課長） 

 三瀬のほうの１人は、兄弟のかたが既に三瀬小に行っておられて、もう１人も友だち

の子が向こうの学校に行くなら、同じ学校に行こうということだったみたいです。 

 

（委員長） 

 ほかはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 次に、きょうは審議事項はないようですので、日程４の報告事項に入ります。 

 まず、佐賀市中部学校給食センターの運営状況について、学事課より説明をお願いい

たします。 

 

（学事課長） 

 それでは、資料の１ページをお願いいたします。 

 佐賀市中部学校給食センターの運営状況についてということでご報告をさせていた

だきます。 

 １番にありますように、対象中学校１０校で昨年９月から選択制弁当方式で給食を提

供いたしております。 

 ２番の給食申込状況でございますが、９月から２月までの状況を表にしております。 

 生徒につきましては、当初２５～２６％だったものが、１２月に３０％を超えまして、

１月またちょっと落ちましたけれども、２月はまた３０％台に回復をしてきておりまし

て、徐々にふえてきているという印象は持っております。 

 ただ、教職員につきましては、ほぼ同数で推移をしておりますので、申し込みをされ

る先生方が固定化しているのではないかなと思っているところです。 

 今後も食数を増加させ、もともと２,０００食を目標にしておりますので、２,０００

食に、できるだけ早い段階で到達できるようにしていきたいと思っております。 

 それから、３番目の異物混入、事故等について書いておりますが、やはり食材に付着

したり、調理の段階で毛髪等、あるいは食材の包装に使っております包装紙、あるいは
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ビニール等がちょっと入って異物混入ということになった事例がございます。ただ、こ

れにつきましても、発見できた段階で予備食等での対応をしております。 

 今後も納入業者、あるいは調理業者等への指導を進めまして、こういうことがないよ

うに努めさせたいと考えております。 

 それから、給食運搬中に発生したということで、ほとんどが配膳室から教室へ運搬す

る際にこぼした、ひっくり返したというような事例がございました。この点につきまし

ても、予備食を提供いたしまして、対応をしたところでございます。 

 ４番の喫食について、月別の給食喫食率ということで上げておりますけれども、これ

は１００％からこの数字を引いていただくと残食率ということになります。提供した量

の約１割程度が残食ということで戻ってきていることになります。 

 これにつきましては２ページ目をごらんいただきたいと思います。９月から１２月ま

での各学校別の喫食率を上げております。やはり学校によって多少のばらつきがあるな

という印象を持っております。 

 それから、２番目につきましては残食チェック表、これは配膳員のほうに残食のチェ

ックをお願いしておりますが、気づいたことを書いてもらうためにチェック表を用意し

ております。そこの中から代表的なコメントを上げております。 

 やはり、子どもたちが好きなから揚げですとかハンバーグ、カレー等になりますと、

喫食率が高いと。また反面、野菜等を使った和え物ですとかサラダ、そういうものにつ

いては、どうしても喫食率が低いという傾向にあるようです。 

 特に温のおかず、温めて再加熱するものになりますと、特に野菜等の食感等が変わっ

てきてしまうことが多いということから、どうしても残食がふえる傾向にあるのではな

いかと思っております。 

 それから、ごはんにつきましては、ピラフですとか、そういう味のついたごはんの場

合には非常に喫食率が高い傾向にあるようです。 

 子どもたちも最近は感謝の言葉といいますか、おいしかったときには「おいしかった」

ということを配膳のほうにもきちんと伝えてくれているようで、そういうコメントが記

載されております。 

 今後、残食を減らしていくためには、やはり献立の工夫等も必要になってくるかと思

います。ただ、返却の際に弁当箱のふたを閉めて返却をさせておりますので、中が見え

ないということで、どうしても食べ残しのまま出してしまうという傾向もあるようです

ので、こういうのも今後工夫をしていかなくてはいけないかなと感じているところでご

ざいます。 

 パックについてはふたをしないということで返却させていますので、それについては

残食は少ないという傾向にあります。こういうところを今後検討の課題にしていきたい

と思っております。 

 それから、１ページに戻っていただきまして、給食申込増のための対策ということで、

新しいメニューを今後も開発しながら、子どもたちに給食を楽しんでいただき、おいし

く食べていただける工夫をしていきたいと思っております。 

 それから、どうしても非常に早い段階で締め切りをしてしまいますので、もう少しこ

の辺の締め切り、申し込みのやり方等の工夫も必要ではないかと考えておりますので、

この辺も検討をしていきたいと思っております。 

 なお、給食そのものにつきましては、今後、２月に子どもたち、あるいは担任の先生

方にアンケートを実施いたしまして、そのアンケート結果をもとに、さらなる工夫をし

ていきたいと思っているところです。 

 報告は以上でございます。 

 

（委員長） 

 中学校の給食の経過の説明がありましたが、何か質問なり、ご意見があればお願いい

たします。 
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（Ｂ委員） 

 喫食率というのは重量で算出するわけですか。グラム数とか重量でされていますか。 

 

（佐賀中部学校給食センター所長） 

 喫食率につきましては、各学校から返却された各クラスの弁当箱の中から各校２０個

をサンプルとして抜き出しまして、それを調査した結果が喫食率となっております。 

 

（委員長） 

 そのサンプルはどんなふうな基準でされますか。例えば、何グラムという量でされる

のですか。 

 

（佐賀中部学校給食センター所長） 

 完食、一部残食、半分残食とか、提供した給食の残量の目視で算定しています。 

 

（委員長） 

 そういう調査ですか。 

 

（佐賀中部学校給食センター所長） 

 グラム数を計量することが困難ですので。 

 

（学事課長） 

 残食分については計量できますが、そもそも提供したものが何グラムだったのかとい

うのは、把握が困難でですね。 

 

（Ｂ委員） 

 数値化でできるのかなと、ちょっと思ったもので。 

 それと、もちろんおいしく努力していただくのはもちろんですけれども、やっぱりも

っと教育的に「残したらだめですよ」ということを教えることのほうが大事じゃないか

と思います。 

 

（学事課長） 

 そうですね。栄養士をセンターのほうに配置をしておりますので、栄養士が指導に当

たるということも考えており、その辺も食育という視点からも努めていきたいと思って

おります。 

 

（Ｂ委員） 

 担任の先生からも、小学生みたいですけれども、やっぱり食べ物を大事にするという

ことを、教えていただかないと。やっぱり今の中学生はこれが好きだからといって、そ

れに合わせてつくるのじゃなくて、やっぱり子どもたちに必要な栄養素を与えるという

のが給食の目的だと思いますので。 

 

（Ａ委員） 

 予備食というのは、どの程度準備されているんでしょうか。 

 

（学事課長） 

 各学校に３食です。 

 

（Ａ委員） 

 こんなにひっくり返したりすることがあったら大変だと思いまして。 
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（学事課長） 

 全体をひっくり返してしまうと、センターのほうから再度持って行くとか、各学校の

分を集めてという提供の方法となりますが、基本的にはまだ個人のものをこぼしたとい

う程度ですので対応できております。 

 

（Ｃ委員） 

 ２ページの２のところの「以前に比べ、弁当箱の返却がとても良くなった」と書いて

ありますけど、どういうふうに良くなったんですか。 

 

（佐賀中部学校給食センター所長） 

 いろいろ異物と申しましょうか、給食で出した調味料の袋とか、あと自宅から持って

きたようなごみを弁当箱の中に入れて、ふたをして返却されている場合が多々見受けら

れましたので、学校にお願いして、そういうごみについてはきちんと別に集めてくださ

いということをお願いしたところ、ごみが弁当箱の中に入らずにきちんと返却されるよ

うになり、そのマナーが良くなったということです。 

 

（Ｃ委員） 

 弁当箱を持ち帰っている人がいるのかなと思ったので、何かそういうふうに言葉が足

りないと、私は受け取られるかなと思いました。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありますか。 

 

（Ｄ委員） 

 申し込みの状況ですけど、だんだん生徒さんのほうは数が上がっているようですが、

おおむね好評な感じなんでしょうか。 

 

（佐賀中部学校給食センター所長） 

 基本的に申し込み数がふえているということは、好評をいただいていると考えており

ます。ただ、こちらのセンターの中学校給食につきましては、もともとは家庭からのお

弁当が中心という中学校でしたので、そのままご家庭からのお弁当がいいという方も結

構いらっしゃると思います。ご家庭の弁当に慣れていて、そちらのほうがいいという方

については、すぐ給食のほうにという移行はなかなか難しいのかなと考えております。

食数的には少しずつではありますけれども、伸びてきておりますので、よくなっている

のではないかというふうに考えております。 

 

（Ｄ委員） 

 私なんかが親だったら、すぐ給食に申し込みますけども。物すごく便利じゃないかな

と思いますが。 

 意外とお弁当が多いんですね。 

 

（佐賀中部学校給食センター所長） 

 ご家庭の弁当になりますと、生徒の好きなものを保護者の方は入れていただいている

ようなので、生徒としては家から持ってくるお弁当は好きなものが入っていると考えて

おります。ただ、こちらから提供する給食につきましては、自分が好きなもの、嫌いな

ものにかかわらず、栄養のバランス等を考えて提供しておりますので、そういう部分も

影響はしているかとと思います。 
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（委員長） 

 保護者の反応などはまだわかりませんか。どういう反応ですか。やっぱり好評ですか。 

 

（学事課長） 

 アンケートをとりたいと思います。 

 

（委員長） 

 ぜひ保護者に対してのアンケートもしていただきたいと思います。 

 ぜひ髪の毛が入っているようなことがないように、そのことは注意していただきたい

と思います。やっぱり給食に髪の毛が入っていたのでは、評価が下がると思いますので、

よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 ちょっと３点ほどあります。 

 １点目が、喫食率が低いものの要因が何なのか。料理そのものなのか、素材なのか、

味つけなのかですね。 

 それと、それに対してどう対応するのか。といいますのは、子どもたちの発達を見た

ときに、小学校で好き嫌いを直すとか、あるいはいろんなたくさんの種類の料理になじ

ませるというのは、小学校では十分可能なんですね。そして、早いんです。ところが、

中学校になりますと、やっぱり栄養を必ずしも同じものからとらなくてもいいわけで

す。自分の好きな料理でとってもいいわけですよね。そうしたときに、中学校の給食を

どう考えるかという問題がそこに生じるわけです。 

 それから、もう１つが、中学校の給食指導で栄養士さんがいらっしゃいますが、この

栄養士さんがどの程度これまでに活用された実態があるのか。 

 それから、今後、これを進めるときに、給食指導を中学校の中で栄養士さんを活用し

ながらどう進めていくのかというのが、やっぱりどうしても必要になってくるのかなと

いう思いがしています。これはこれからの課題でしょうが、もしも、そこら辺で何かあ

ればお聞かせいただきたいと思います。 

 

（学事課長） 

 残食の原因ですけれども、野菜物とかがどうしても残ってしまうみたいです。先ほど

も言いましたけれども、から揚げとかハンバーグとか、一般的に子どもたちの好きなも

のは結構残食は少ない。ごはんの場合は、味がついたものを好むということで、どうし

ても濃い味のほうを好む傾向にあるのではないかということを栄養士は分析をしてお

ります。 

 ですから、今後、どういう形で、どういうおかずを提供するのか、ごはんの提供の仕

方をどうするのかというのは、今後また少し研究をしていかなければいけないかなと思

っております。他の事例等も研究し、検討していきたいと思っています。 

 それから、栄養士の活用ですけれども、当初、給食の時間に栄養士が学校を訪問して

指導をするということを想定しておりましたので、今後はそのようなことを進めていき

たいと考えております。弁当と給食、あるいはパン等、いろんな食事が混在していると

思いますので、そういう中で給食のありようとか、そういうことも栄養士が指導してい

ければと思っております。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 中学校給食が始まって、だんだんと定着してきているような状況ですので、さらによ

りよい方向に行くようによろしくお願いしたいと思います。 
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 では、給食の報告についてはこれで終わります。 

 次に、平成２２年度、２０１１年の佐賀市成人式についての報告を青少年課よりお願

いします。 

 

（青少年課長） 

 先ほど教育長のほうから冒頭ご報告の中でございましたけれども、１月９日に成人式

を開催いたしまして、各教育委員さんの皆様方におかれましては、大変お忙しい中、祝

辞を述べていただきまして本当にありがとうございました。 

 全体として、２，４８１名の新成人の住民登録がございまして、結果的には７６％、

１，８８６名の新成人の参加ということですが、ただ、これは受け付けをした中での数

でありまして、佐賀会場について言えば、１，１５８名ですが、これよりもまだ多くの

新成人が参加していたのではないかなと考えております。 

 記念品につきましては、従来の図書カードにかえまして、佐賀市産のヒノキ材を使用

した『マイ箸』を記念品ということでお渡しをしたところです。新成人の方も非常にい

いということで好評をいただいておったところでございます。 

 佐賀会場につきましては、新成人の方が集まっていただいた市民会館の会場の前の広

場が、中学校単位の同窓会の集合場所みたいな感じになりまして、非常に皆さん和気あ

いあいにいろんなお話が弾んでいたために、午後３時開会直前になってもなかなか中に

入っていただけないということで、我々、教育委員会の職員で声かけをしまして、開始

もう本当わずか５分前になってようやく入るような状況でした。結果的にはもう午後３

時開会には立ち見が出るぐらいいっぱいになりまして、議長さんからの祝辞、それと佐

賀市長からの式辞ということで、ほとんどの新成人の方々はしっかりと聞いていただい

ておりました。若干、後ろのほうでちょっと私語があったんですけれども、全体的には

荒れるような成人式にはならなくて、しっかりと新成人を祝うことができたというふう

に思っているところでございます。 

 以上、佐賀会場につきましての報告でございます。 

 

（委員長） 

 それでは、ほかの会場の雰囲気、状況を少し報告していただけますか。最初に、Ｂ委

員さんからお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 私は三瀬のほうに参列させていただきました。課長さんに大和まで迎えに来ていただ

いて、行ったらもう銀世界で、佐賀では全然想像できないような美しい白い雪景色の中

で行われました。 

 人数は１２名ということで、非常に少人数ではありましたけれども、祝辞を読むとき

に一人一人の表情を見ることができて、また、母子手帳のところを読むときには後ろに

お母さん方もいて、やっぱりハンカチで目をぬぐうような方もいらっしゃって、私もぐ

っと来る思いをいたしました。 

 式典が終わった後は、全員に自己紹介ということで、名前と職場、あるいは学校を紹

介されました。それから、今後の抱負を一人一人述べさせて、さらには来賓も一人ずつ

激励の言葉を伝えるというようなことで、本当にアットホームなすばらしい会でした。

後ほどのティーパーティーでは、小学校のときの担任の先生がいろいろな小学校のとき

の写真とか、子どもが書いたいろいろな作品をご持参いただいて、非常に心の温まるす

ばらしい成人式だったと思います。 

 

（委員長） 

 それでは、Ｄ委員お願いします。 
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（Ｄ委員） 

 私は久保田のほうに行きました。こちらの参加者は大体８２名ということで、比較的

小規模な感じだったんですけれども、皆さん同じ学校の同窓生さんで非常に仲がよく

て、特に荒れることもなく、落ちついた感じでやらせていただきました。 

 恩師と語る会のときに、当時の学校の担任の先生のほかに、西野旅峰さんという自転

車で、サイクリストで、アメリカ大陸、北と南と縦断されたりしている方が、冒険に行

く前に久保田の思斉館に講演に行かれたということで、５年ぶりかなんかの再会という

ことで皆さんとお話しされる機会がありました。みんな親しくお話をされていて、よか

ったなと思いました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 Ａ委員、お願いします。 

 

（Ａ委員） 

 私は富士のほうに行かせていただきました。４９名の出席ということでしたけれど

も、本当に私語をする人が一人もいなくて、とっても厳粛な式が行えました。一人一人

が自己紹介を行いまして、親に対する感謝の気持ちとか、これからやっぱり責任ある行

動をとるんだという、そういう言葉がたくさんの新成人の人たちから述べられました。 

 ティーパーティーでは、中学校の恩師の先生がいらしていて、中学校時代のビデオ放

映があっておりました。そして、楽しそうに「何とかちゃんは、あんなしとったとよ」

とか言いながら、非常に親交を温めている感じがしました。 

 また、支所の方々も地域の方の新成人をよくご存じのようで、「ああ、あの人はどこ

どこのところの何とかさんの子どもさんね」とかおっしゃっているのが私は印象に残っ

ていて、非常に温かみを感じたところでした。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 Ｃ委員さんお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 私は川副のほうに行かせていただきました。１１時からの式典でしたけれども、なか

なか座っていらっしゃる方が少ないような感じで、ざわざわざわざわしていてもう１１

時なのにと思っていましたら、見かねた来賓の方の一人が「座りなさい」と注意をされ

ていたということを後から聞きました。 

 会が始まりますと、ざわついた感じはなく、ちゃんと式辞もきちんと聞いてはいたの

で、よかったなと思いましたが、記念品を渡すときに、私が男性の新成人に渡すんです

けれども、ちょっと髪が赤い子や黄色い子たちが、ひやかすようなことを言っていたの

で、あらっという感じではあったんですけれども、何事もなく無事に終わりました。し

かし、昨年も参加されていた来賓の一人の方が、「昨年よりもことしは少し質が落ちた

ね」と言われていたのが印象に残っているところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 では、私から。私は大和の龍登園会場に行きました。 

 参加者が随分多く、盛り上がったなと思いました。中学校のときに突っ張っていた子

どもたちかなというような雰囲気の男の人と、女性の方も、この人たちは──というよ

うな格好の人も見受けられましたけど、式としては和気あいあい、式辞もちゃんと聞い

てくれましたし、そういうことでつつがなく終えました。 
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 だけども、お客さんはお客さんですけれども、何か成人式はまるっきりお客さん扱い

していいかなというような思いもちょっとしたんですね。自分たちで、やっぱり自分た

ちのこれからの未来をどう考えるかというようなことをもう少し、自分たちで手づくり

でというようなことも何かしていただけるとうれしいなという思いがしていました。こ

っちが何でもかんでもお膳立てしてやって、祝福するんですから、それでいいかもわか

りませんが、何かちょっと物足りないなというような思いをしたところです。そういう

ことでございます。つつがなく終わりました。 

 一応報告、それでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかに何か報告なり追加なりありますでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 １つお聞きしたいことがあるんですけど、今、インフルエンザが非常にはやっており

ますけれども、今、学校現場ではどんなでしょうか。 

 

（委員長） 

 インフルエンザの状況とか、対応とかはどのようになっていますか。 

 

（学校教育課長） 

 このところ毎日、２校、３件のペースで学級閉鎖、臨時休業の報告があっております。

去年のインフルエンザ対応の経験をいかして、学校としても、これからあとの授業対応

をどうしていくかとか、保護者にもそういったお知らせも出しながら対応をしておりま

す。 

 

（Ａ委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 これからもうしばらくはやる時期があると思いますけれども、学校での対応をよろし

くお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ほかに何かないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これで１月の定例の教育委員会を閉会いたします。どうもご苦労さまでござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


