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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆さんこんにちは。先日は三保松原を含む富士山が世界文化遺産に登録されました。

本当に喜ばしいことだと思います。いつ見ても、あの富士山の美しさの中には何か崇高

さのようなものを感じております。私たちの郷土であります三重津の海軍所跡も早く世

界遺産に登録できますように願っております。 

 これより佐賀市教育委員会６月定例会を開きます。 

 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お願いしたいと思います

が、ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「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の会議録の報告を求めます。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 ５月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、６月２１日の日に配付したと

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） 

 何か修正する部分はございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 報告内容に修正はありませんので、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 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 きょう定例議会が閉会をいたしました。教育委員会にもいろいろ質問がございまし

た。議会中でしたので、きょうは３点報告いたします。１点目は全国都市教育長協議会

の研究大会がございました。資料の一部をコピーしております。いじめのこと、ＩＣＴ

利活用のこと、学校図書館のことに絞り込んで資料をつくらせてもらっております。 

 それから、子どもの教育を考える日（フリー参観デー）、これが６月９日にございま

した。この日にあわせて新栄小学校で創立４０周年記念式典がございましたので、そち

らにも行ってまいりました。 

 ３点目に、６月２１日に成章中学校の新校舎落成記念式典並びに祝賀会が催されまし

た。ここには教育委員さんもお見えでしたので、雰囲気等についてはおわかりと思いま

す。 

 ところで、この都市協の資料ですが、いじめ防止対策推進法が今国会を通りました。

これを読んでおりましたら、恐らく、このいじめ防止対策推進法に基づいて、文部科学

省がいじめ防止基本方針を策定するだろうと思います。さらに、第６条に地方公共団体
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の責務という記述がございますので、今度はそれを受けて、地方でのいじめ防止基本方

針を定めなければならないようになってくると思います。 

 そういうことから、教育委員会内においてどうしていくのかということを考えなが

ら、今後の動きを静観する必要があると思います。特に、いじめ防止につきましては、

現場の取り組む体制づくりとか、協力体制、情報共有の仕組みづくりなどが要求されて

くるだろうと考えております。 

 そこで、この１点目の資料１ページからですが、いじめの定義と実態ということで、

最近のいじめは携帯電話やパソコンの介在により、一層見えにくくなってきているとさ

れています。このことは、今後私どもがこのいじめ対策を考えるときには、いじめの形

態が変わってきているということを頭に置きながら進めていく必要があるということ

です。 

 それから、１ページの右下には、いじめ加害の心理的背景を書いてあります。これが

本当にそうなのかどうかは私もわかりませんが、いじめをする側にも心理的背景がある

と文部科学省は分析をしているようです。 

 次の２ページに参りまして、これが私どもが俗に言っているいじめの４層構造と言わ

れるものです。被害者がいて加害者がいる。ここまでは私どもは目を向けます。ところ

が、その周りには観衆、いわゆるはやし立てる人間がいる。やれやれとはやし立ててい

く。そして、一番外には傍観者がおります。我関知せずという無関心層です。 

 したがいまして、このいじめの４層構造で考えたときには、私どもが特に力を入れる

べきところは、もちろん全部なのですが、この傍観者をなくすということが最大の務め

であろうと思っております。傍観者は、我関せずですから、それを中に入って制止する、

あるいは抑止する立場に変えていかなければならないと思います。恐らく大半がこの傍

観者的立場にあるということですので、私どもが各学校で指導する場合には、このいじ

めの４層構造について改めて考えておくべきものではないかなと思っております。 

 ２ページの右上にはいじめの定義が書いてあります。注釈が５つほど書いてございま

すけれども、現在のいじめの定義はこのようになっておりますので、後でご覧いただき

たいと思います。 

 ３ページからは、文部科学省の今年度の取り組みでございます。 

 ３ページの左下には、いじめの早期発見・早期対応について４項目、それからいじめ

を許さない学校づくりについて４項目書いてございます。それから教育委員会による支

援についてということで、私どもも十分にこのことを認識しながら、いじめ対策に向か

っていく必要があろうと考えております。 

 ４ページ、５ページの左までは、文部科学省が具体的な予算をつけて行っている事業

でございますので、これについては後でご覧いただきたいと思います。 

 それから、５ページの右のほうでございますが、ＩＣＴ利活用による教育活動という

ことで、懸念されることもいろいろとここで議論がなされました。このＩＣＴ利活用の

基本的な考え方というのが、ここに書いてありますように、ＩＣＴを活用して子どもた

ちがわかりやすい授業を実現するとともに、個別学習や協働学習を通して子どもたちの

主体的な学びを推進する、これがベースであるということなのです。そのベースのとこ

ろに４枚の写真がありますが、１つは、このＩＣＴ利活用で意欲・関心を引き出す学び

をさせる。２つ目には、一人一人の特性、能力に応じて個別学習に活用をしていく。そ

れから３つ目が、子どもたち同士で学び合っていく、いわゆる協働学習を支えるＩＣＴ

の利活用と、大きくこの３つ、障がいのある子どもの可能性を高めるということも４点

目にございますけれども、佐賀市が今進めているＩＣＴ利活用教育も、この考え方に沿

って進めていくことになります。 

 文部科学省の学びのイノベーション事業、これは総務省のフューチャースクール推進

事業に乗っかって、１年遅れで指定を受けてやっているものでして、現在、西与賀小学

校がこの委嘱を受けてやっております。いずれかの機会に、このＩＣＴ利活用教育につ

きましては参観の機会をつくりたいと思っておりますけれども、間違いなく西与賀小学
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校では成果、実績が上がってきております。 

 教育の情報化という視点から、学びのイノベーション事業は、ここの地図におとして

ありますように、現在これだけの実証校がございます。佐賀県では西与賀小学校と武雄

青陵中学校の２校となっております。九州でも沖縄県を含めて３校となっております。 

 それから、次の７ページ、学校図書館についてですが、学校図書館というのが、１つ

は読書活動の場、もう１つは学びの場であるということで、いわゆる読書センターとし

ての学校図書館、それから学習情報センターとしての学校図書館と、大きく２つの機能

を持ったところであるわけです。その中身について、文部科学省がいつも言っているの

は、１つは、図書館の整備がどうであるかということです。これは交付税等の絡みもご

ざいまして、全国の学校では図書の整備率が悪いということでいつもハッパをかけられ

ておりますけれども、ただ、佐賀市の場合には１００％に近い状況でございますし、市

立図書館とのネットワークもありますので、学びに対しての本の利用というのは相互に

支え合っている状況にあります。 

 それから、もう１つよく言われるのは、司書教諭は法で義務づけられておりますので、

各学校に配置をしております。ところが、学校司書は、話を聞いておりましたら、司書

がいない学校が全国的にはたくさんあるようでございます。そういう意味で、国が今進

めている学校図書館の充実という視点から、学校司書を置きなさいとよく言われます。

佐賀市は、どちらかというと進んでいると考えております。といいますのも、学校司書

を市費で対応をして置いておりますので、読書センターとしての活用も学習情報センタ

ーとしての活用も各学校でかなり機能していると私は見ております。 

 今後ともこの学校図書館が学校教育活動の中で、あるいは学校生活の中で機能するよ

うにしていくことが必要であろうと考えております。 

 ８ページですが、学校図書館充実のための１０のチェックポイントというのがござい

ます。これは私どもがチェックをかけて、本当に佐賀市の学校図書館が機能しているか

ということをはかる１つのバロメーターということで、資料として載せさせてもらいま

した。 

 以上が都市協の研究会でのことでございます。 

 それから、フリー参観デーは、これは皆様方のご意見をお聞きすることになろうかと

思います。成章中学校の新築校舎落成、これにつきましては同窓会から門柱を１セット

いただいております。非常にすばらしい門柱で、その門柱の学校名、成章中学校のいわ

れを揮毫していただいたのは米倉基峰先生ということです。新たな成章中学校のスター

トということで、学校も子どもたちも、同窓会も地域も、非常に期待をしているところ

です。 

 以上で、今回の報告を終わらせていただきたいと思います。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 報告内容に何かご質疑はございませんでしょうか。 

 いじめ防止対策推進法が議員立法で決まりましたが、その中で、保護者は子どもに規

範意識を指導しなさいという項目があるのですが、保護者に対して、保護者は子どもの

教育の第一義的責任を持つのだということを常に発信しておかなければいけないのか

なということを感じております。 

 それと、もう１つ、ネットいじめは監視などをして対策を強化しなさいなどと書いて

ありましたけれども、このことはどうしたらいいのだろうかと思います。これは基本方

針が出てから何か具体的なことが決まっていくのでしょうか。ネットいじめの監視につ

いて、基本方針はまだ出ていないですよね。 

 

（東島教育長） 

 まだ出ておりません。今度、４日に全国都市協の理事会がありまして、ここでは文部
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科学省の全課から職員が来ますので、この中で話があるのではないかと思います。 

 

（山下委員長） 

 学校にいじめ対策に関する組織を常設しておきなさいという項目があったのですが、

これは新たに設立するのか、今まであったものを看板替えしで対応するのか、その辺り

も検討はまだこれからですか。 

 

（東島教育長） 

 そうですね、文科省が基本方針を出して、それに準じて地方の実態に合わせてつくっ

ていくようになるのかなと思っております。 

 

（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〕 

 佐賀市は、小学生のいじめゼロの約束、中学生のいじめゼロの宣言という、すばらし

い取り組みをしておりますので、しっかりと続けていって、佐賀市は絶対いじめがない

というすばらしい市にしていかなければいけないと私は思っております。 

 質疑がないようでございますので、教育長からの報告を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の議題であります。最初に第５号議案『佐賀市立公民館運営審議会委

員の委嘱について』、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） 

 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の委嘱について』、社会教育法第３０条

及び佐賀市公民館条例第１４条第２項の規定に基づきまして提案するものでございま

す。 

 自治会、ＰＴＡなどの各種団体の役員交代や学校の代表者、校長先生でございますけ

れども、人事異動等により公民館運営審議会委員を変更するものでございます。 

 ２ページをお願いします。今回交代されます委員の名簿をお示ししております。三瀬

公民館運営審議会委員が２名、川副公民館運営審議会で１名、東与賀公民館運営審議会

で１名、久保田公民館運営審議会で３名、計７名の委員の交代をお願いしております。

諸富町公民館運営審議会については、委員の交代はございません。 

 なお、今回交代されます運営審議会委員の任期につきましては、前任の委員の残任期

間となりますので、平成２５年９月３０日までの任期となります。 

 参考資料として先ほど事務局から説明がありましたけど、今回交代があります運営審

議会委員の名簿を別紙でお示ししております。委員の読み仮名、年齢等を記載しておる

ところでございます。参照いただければと思います。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 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〕 

 ご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の委嘱につ
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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の報告事項に入ります。 

 「平成２５年度第１回社会教育委員の会議の報告について」、社会教育課お願いしま

す。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料は引き続きまして３ページをお願いいたします。 

 ２５年度の第１回の佐賀市社会教育委員の会議につきましては、平成２５年５月２１

日に開催をしております。社会教育委員、１１名中１０名が出席されております。 

 議題としましては、第二次佐賀市教育基本計画につきまして、前期実施計画の重点事

業等の総括及び後期実施計画重点事業についてご説明を行いまして、ご意見をいただい

ております。 

 議題の概要報告に入りますが、議題に入る前に、まずまなざし運動推進室が今年度４

月から青少年課へ異動したため、まなざし運動の全体的な取り組みの概要を事務局から

ご説明をしております。この中で、委員からＰＴＡに参加しない保護者が出てきたとき

にどう対応するのか。あるいはまなざし運動のマンネリ化をどう乗り越えるか、あるい

はＰＴＡ活動へ参加しやすい条件などを今後考えていかなければならないというご意

見もいただいています。また、まなざし条例を制定するときに議論があった子どもの権

利を守るような条例、これについても今後考えていってもいいのではないかというご意

見があっております。 

 その後、議題に入りまして、まず４ページでございますけど、１番目としまして、佐

賀市教育基本計画の前期分、平成２３年度から２４年度の重点事業の総括についてご報

告をしております。 

 前期の重点事業としましては、施策２の生涯学習の推進の重点事業として、公民館等

の整備事業、公民館が果たすべき役割・機能を充実するための取り組み施策、それと施

策５の、家庭・地域・企業等の教育力の向上の中で、子どもへのまなざし運動、地域元

気アップ事業、それと重点事業ではございませんが、地域による公民館管理・運営事業、

直営化の分でございます。２４年度までの取り組み状況の総括についてご報告をしてお

ります。 

 委員からの意見としましては、４ページでございますが、公民館等整備事業につきま

して、公民館とコミセンとの区別がどういうものか。地域社会の活性化、地域まちづく

りの活性化でございますが、コミセンで対応できるかという不安がある。あるいはこれ

に伴いまして、公民館、コミセンの全市の一体的な水準を考えていかなければならない

と考えるというようなご意見をいただいております。 

 それと、５ページで、公民館に対する避難所の位置づけの中での備蓄率についてご意

見がございました。 

 新聞情報等で、佐賀市は備蓄率が全国平均を下回っているのではないかというご意見

がありまして、委員長からは、全国平均より下回っているというのを関係課、消防防災

課になるかと思いますが、連絡をしていただきたいということでご意見がありました。 

 消防防災課で確認をしますと、確かに備蓄率は全国平均より若干低いです。ただ、佐

賀市の場合、県との協定の中での保有備蓄量の根拠は市の人口の５％となっておりまし

て、その基準は満たしているという状況でございました。 

 ６ページをお願いします。議題の２番目、基本計画の後期計画、２５年度から２６年

度分の重点事業の取り組みの考え方についてご報告をしております。資料は１２ページ

から１４ページでございます。 
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 １２ページで、重点事業としまして、施策２の生涯学習の推進の中で３点、公民館等

の整備事業、「公民館の指針」を活用した公民館事業の充実、地域づくりの拠点となる

公民館の運営体制の課題解決、それと施策５の家庭・地域・企業等の教育力の向上の中

で２点、子どもへのまなざし運動の継続的な推進、青少年教育のあり方策定事業につい

てご報告をさせていただいております。 

 資料６ページ、７ページに戻っていただきまして、後期事業の重点事業の中で、委員

から意見がありましたのは、公民館の運営体制及び地域コミュニティについてでして、

地域で行うために一番問題なのは事務方といいますか、組織関係の人材が地域で育って

いるのかという問題があります。もう１つ、全体的に共通する課題としては、地域行事

とか地域活動に参加しない、できない人たちにどうアプローチしていくか。社会教育と

してのアプローチが必要ではないかということで、ボランティアとか社会貢献等に公民

館が連結をさせられるかが大きな課題ではないかというご意見がありました。最終的に

は地域の課題は地域で解決するという、聞こえはいいが本当にそれができるような地域

の体力があるのか。また、なかったとしたらどうやってつくるのかが今後の重要な課題

だというご意見があっております。 

 議題の最後に、７ページの一番下でございますけど、各課からの報告ということで、

平成２５年度の社会教育課及び青少年課の予算を含めた事業概要を事務局から報告を

して、第１回の社会教育委員会の会議を終了しております。 

 以上、ご報告させていただきます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 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〕 

このほかに何かご報告はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項は終わります。 

 その他に入っていきたいと思います。 

 先ほど教育長もおっしゃいましたように、フリー参観デーに参加された委員さんは、

ご報告をお願いしたいと思います。 

 

（岸川委員） 

 私は学校評議員をしておりますので、昨年同様、循誘小学校と城東中学校に行ってま

いりました。どちらも目立っていたのは、お父さん、いわゆる父親委員さんたちが駐車

場整備を大勢でされていて、そういった活動が大変根づいてきているなと感じたところ

です。 

 小学校のほうが参観者が多かったのですが、学校も工夫されていて、特に低学年は親

子で一緒に取り組めるような授業内容にされていて、就学前の弟、妹も一緒に学校の様

子を味わいながら作業をしていたところが印象的でした。 

 それから循誘小学校は、ネットについての啓発活動ということで、学校ではなくてＰ

ＴＡの教養委員会の主催でしたが、警察本部の藤井さんをお招きして、地域の方も参加

して、１００人余りが体育館で研修会をされていました。こういった取り組みもとても

いいなと感じたところです。 

 午後からは小中含めて城東校区ブロックの合同でクリーン大作戦をされる予定だっ

たのですが、直前になって雨が降り出したため、また今年もできなかったのですけれど、

非常によい取り組みではあるなと感じたところです。 

 以上です。 
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（山下委員長） 

 私は、富士小学校が合併しましたので、どんな状況かなと思って行ってきました。非

常に参観者が多くて、子どもたちも大変落ち着いて勉強しておりました。座席をうまく

工夫されておりまして、元南小の子どもと元富士小の子どもが一緒に座るような工夫を

なされておりました。既に一体化しておりまして、いい授業風景を見させていただきま

した。それから、先生方も非常にやる気があられて、熱心に授業を展開されておりまし

た。 

 もう１つ、三瀬小中学校に行ってまいりました。ここも小中連携がうまくいっている

ところで、多くの中学校の先生が小学校に行き、小学校の先生が中学校に行きという授

業をされているそうですが、ちょうどその時は、なされておりませんでしたけれども、

小学生は熱心に授業を受けておりました。 

 １つ気になったのが、中学校で、消防署だったか日赤の方だったかがいらして、全学

年で人工呼吸法をやっておりましたが、保護者の参加が少なくて、私もどちらかと言う

と、授業を見せてほしいなという感じがしました。保護者さんたちも、子どもがどうい

う授業態度でどういうものを習っているかを見たいのではないかなという気がしまし

た。子どもがどういう態度で受けているのか、授業をわかっているのか、先生たちの教

え方はどうなのかというのを私も見たかったのですけれども、午前中は全部人工呼吸法

の講習でした。でも子どもたちは非常にまじめにしておりました。 

 それから、もう１つは松梅小中学校に行ってきました。小学校に複式学校が２つあり

ますので、どんな様子かなと思って行きましたけれども、１年生から４年生まではゲス

トティーチャーが見えられて、授業を保護者さんと一緒になってしておりました。 

 それから、中学校で私が見たのは、英語と美術と音楽の授業でしたけれども、なかな

か高尚なことを勉強しているなと思いました。 

 英語は１年生の授業を見ましたけれども、ＡＬＴの方が見えて、ゲーム性があるとい

うか、興味を引くような授業がなされていて、これだったら子どもたちも興味を持って

授業が受けられるなと感じました。いずれも子どもたちの勉強態度は非常によろしかっ

たです。それと先生方も御熱心に授業をされておりました。 

 以上でございます。 

 その他、何かございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 三瀬小中学校の人工呼吸法の講習というのは、小学校ですか。 

 

（山下委員長） 

 中学校です。全校での講習でしたから、広いところであっておりました。 

 

（東島教育長） 

 ６月のフリー参観デーは、普段の授業をできるだけ見せるようにしています。特別の

行事を組んだりしないで、学校生活、学校の授業の様子を佐賀市民の皆さんに見ていた

だくということが主眼ですので、学校フリー参観デーの趣旨については改めて学校に周

知したいと思います。だんだん当初の趣旨が薄らいできているようですから。 

 

（岸川委員） 

 そうですね、ちょっとフェスティバル的な様相になってきているようです。 

 

（東島教育長） 

 秋のほうは学校ごとにやりますので、そういうものを盛り込んでも致し方ないのです

が、６月については委員長がおっしゃるとおり、普段の授業を見せることが目的ですか

ら、その辺りはもう一回原点に戻って、各学校を指導したいと思います。 
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 それから、小学校で英語が教科化する可能性が非常に高くなってきました。ただ、こ

れは賛否両論ありまして、テレビの報道番組などを見ていますと、賛成派と反対派と、

それぞれに理由があって、なかなか難しい部分があるようです。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 午前中、学校訪問で成章中学校に行ってきたのですが、非常に教室が窮屈であるとい

う意見が出されて、何で新たにつくった学校でそういったことがあるのだろうかと疑問

に思いました。今１年生が１５９人ということですので、あと１クラス分は余裕がある

わけなのですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今現在相談室を３つ設けておりますので、必要な場合は、そこを減らしてということ

になると思います。 

 

（東島教育長） 

 窮屈というのは教室が足りないということですか、教室の取得用地が狭いということ

ですか。 

 

（岸川委員） 

 狭いですね。 

 聞いたところサイズはある程度決まっているということだったのですけど、これが始

まったのが、いつからなのか分からないのですが、子どもたちの体格が大きくなって、

４０人になるとぎちぎちになるというのは、想定できることなのではないかと思いま

す。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 一応部屋の広さは標準の４０人学級に対応する面積で設計しております。現在、４１

人を超えたら２教室になります。 

 同じ一クラスでも２１人から４０人と幅がありますので、やはり４０人ぎっちりのと

ころは狭く感じる可能性はあると思いますけど、部屋の広さはわざと狭くつくるという

ことはありません。 

 

（東島教育長） 

 １つの理由は、机の大きさが大きくなったことです。前の机よりも一回り大きくなり

ました。小学校でも同じことが言えます。だから一学級の子どもの数が少なければ、ゆ

とりがあるのですが、４０人ぎちぎちで入っている学級はかなり窮屈ですね。 

 

（岸川委員） 

 そうですね。それと、２０人の少人数クラスというのをつくられてあったのですけど、

そこで私が心配だなと思ったのは、４列だったか、机を全部ひっつけないと教室に納ま

らないのです。もし仮に、急に地震があったとか、襲撃者が来たりしたときに、あれで

は子どもたちはとっさに動けないですよ。緊急時の対応とかをもう少し考慮しないとい

けないのではないかなと思った次第です。 

 あと、こういった学校現場の声が、新たに校舎をつくるときにどれだけ聞かれている

のかなということを思いました。 
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（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 学校の校舎を改築して建て直すときは、学校の校長、教頭、事務長と、それから地域

の方々が入った学校建設検討委員会を行います。設計段階でその会合を３回、４回行っ

た上で建設します。会議をやる前には校長、教頭から各学校の音楽や美術の先生などに

も、こういう形はどうですかと打ち合わせをした上で会議に臨んでもらう形をとってお

り、できるだけ現場の意向は吸い上げるようにしております。 

 

（東島教育長） 

 標準設計していないと、補助金が出ないと言うこともあります。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね。音楽室などの特別教室についてはある程度標準設計をやっています。 

 

（山下委員長） 

 さて、配布されたフリー参観デーのアンケートは各自読んでおけばいいですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 実は、担当係長がまとめたものを今もらってきたばかりで、私もよく読めていないの

ですが、基本的には、左側に良い意見として書いていただいているもの、右が参考意見、

もう少しこういうところを気をつけてほしいとか、さまざまな生徒の様子、それから保

護者向けのご意見を載せております。 

 総体的に、気になることとしましては、意外と参観される親御さんに対してのご意見

等も結構ありました。マナーについてとか、おしゃべりが多いとか、携帯電話を参観中

にかけられているといったことです。もちろん学校施設についてもご意見はいただいて

いるところでございますので、今度の校長会でこれを取り上げて紹介をする予定でござ

います。 

 委員さん方もご覧いただきまして、参考意見等をいただけたらと思っているところで

ございます。 

 

（山下委員長） 

 それでは、他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。 

 

 

 


