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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。サッカーワールドカップで今世界中が沸いております。あしたは日

本はコロンビアと対戦ということでございます。こういう機会に、今まで戦ったコート

ジボワールとか、ギリシャとか、これから戦うコロンビアとか、義務教育では恐らく習

わないであろう、教科書に載っていないようなことも、先生とか親が、子どもたちに教

えていただけたらなと思っております。また、高学年になりますと、こういうことを機

会にして調べ学習をする大切さ、そして調べていくうちに勉強がとってもおもしろくな

るということになりますので、そういうところをしてほしいなと思っております。 

 また、日本のサポーターたちがごみを持って帰ったという報道を見ましたけれども、

これはやはり私たち日本国民の持つすばらしい教育の高さと、その教育によってなされ

た道徳性がうかがわれたのではないかと思います。これからも子どもたちに高い道徳性

をキープしてほしいなと思います。そのためにはやはり、そういう道徳の面の教育をし

っかりする必要があるのではないかと思います。今大人の人たちちょっと崩れたところ

が見受けられますので、世界に誇れる日本人を目指して教育をしてほしいなと思ってい

るところでございます。 

 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いたしており

ます。 

 本日の日程につきましては、配付いた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の会議録の報告を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ５月２７日開催いたしました定例教育委員会の会議録につきましては、６月１９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けれども、報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 私のところで、１ページ目ですけれども、９行目あたりに「全般的に見ますと、小学

校の先生方も非常に」と、ここに「非常に」と入れておりますので、これを次の行の「接

続の教育が非常にうまくいっている」というふうに直してください。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、修正していただきまして、会議録は承認いたします。 
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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） 

 それでは、きょうは３点について報告をしたいと思います。 

 まず１点目は、ご案内のように武雄市が反転授業を行っておりまして、「スマイル学

習」という名前で呼ばれておりますけれども、５月３０日に公開授業がありましたので、

ＩＣＴ利活用教育係の職員と一緒に行ってまいりました。将来的には佐賀市でも子ども

たちにタブレットというのも想定しておりますし、今の時代の流れからいってそういう

方向に向かうであろうということは予測が立つわけでございます。 

 そういう中で、授業を見させていただきましたが、教材の分析というのはさておきま

す。といいますのは、これはやはり教材の分析、深さ、浅さというのがあるものですか

ら、その辺りは別にいたしまして、このタブレットの効果という視点から見たときに、

少なくとも子どもたちが、このタブレットによって興味関心が高まっているというのは

間違いなく言えそうでございます。やっておられることは、まだ緒についたばかりです

から、これからの研究の歩みに期待をしたいと思っておりますけれども、例えば、生活

科では、家族の好きなもの調べというのを家庭でやってきているんですね。これは実を

言うと、プリントなどでも十分代用ができるのですが、これをあえてタブレットでやっ

ているというところ、同じことを聞くにしても、ここで子どもたちの興味関心というの

は非常に高まっているということは感じ取ることができました。 

 また、算数の中でも、立体的な図形を動画として家庭で見て、それに基づいて自分の

思考の組み立ての基礎にするという考え方は私は非常にすぐれていると思っておりま

すが、どういうものをどういうふうに与えてどういう思考をさせるかというところは、

まだまだ研究の途上かもしれませんので、今後期待したいなと思っております。 

 これから先、私どもも、このスマイル学習については現地に行って研修をする機会を

つくっていく必要があろうと思っておりますので、そのときには現場でぜひ見ていただ

いて、これが教育指導方法的にどういう効果があるのか、しっかり見きわめていきたい

と思いますし、今後の武雄市の研究には期待をしておきたいと思っております。 

 それから２点目ですが、「子どもの教育を考える日（学校フリー参観デー）」、おそら

く委員さん方も近くの学校をごらんになったと思いますけれども、いろいろ感じるとこ

ろはございました。やはり学校は子どもたちが勉強をする場所であるということが１つ

の前提としてございます。そうしたときに、中学校の授業の課題にどうしても目にとま

るわけなのですが、魅力ある授業とは何なのか、子どもを主体にした学習とはどういう

ことなのか、そういう学習指導法的な研究というものが中学校にはまだまだ必要なのか

なという思いをしているところです。勉強がわかれば、いろいろな悩みや課題も半分ぐ

らいは解決できると思っているものですから、やはり質の高い授業を目指すのは小学校

も中学校も同じでございますけれども、子どもたちを中心に据えた学習のあり方という

のは、今後も私どもは真摯に研究をして、子どもたちのためになる、そして子どもたち

が学ぶ喜びにあふれている授業展開をしていかなければいけないと感じながら帰って

きたところでございました。 

 ３点目ですが、６月定例市議会の概要について、お手元にプリントを用意させてもら

っております。これは今後私ども教育委員会として考えていくべき材料であろうと考え

ております。特に、情報モラル教育。これにつきましては、正直なところ、親よりも子

どもがはるかに知識や操作技術は上である。そういう中で、保護者がそこを指導するの

はなかなか難しいところがあるということが本音だろうと思っています。ですから、ぜ

ひ学校で体系的な指導をしてほしいということがございました。やはり私どもは学校

で、この情報モラル教育については、その知識とともに教えていく必要があろうと思っ
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ております。また、これはどうしても家庭との連携が必要になってまいりますけれども、

このことにつきましては、市Ｐとの協議の中でも、ＰＴＡとの連携を図りながら進めて

いく中身ではないかということで、私がお答えしたものについて、そこに簡潔に書いて

おります。 

 それから、国が行う学力・学習状況調査、これにつきましても、その意義や公表のあ

り方について質問が出ました。 

 根本的には、保護者や市民がわかりやすい、一目でわかるような形で公開をしてやる

というのが私どもの務めであろうということで、今回、国の公開に準じながら、佐賀市

の公開をどうするか、各学校の公開をどのような方向でしていくか、この基本方針を立

てたところでございます。今日あたり委員さん方に議論をいただくことになろうかと思

います。このことが２点目です。 

 そして３点目が土曜授業、これは表向きは非常に平板な形なんですが、非常に奥の深

いものです。といいますのは、教職員の勤務にかかわるものですから、このことについ

てはいろんな角度から質問が出ました。ただ、主体をあえて分けるならば、学校が主体

になる土曜日の教育活動と、例えば、地域なりＮＰＯなり、各種団体なりの学校以外が

主体となる教育活動の２つに大きく大別できるわけなのですが、学校主体でいったとき

に、例えば、通常の教育課程にのせて、通常の授業と同じ考えでいく土曜授業とすると、

これは当然ながら全児童・生徒が対象になります。 

 しかし、教育課程外、いわゆる学校のカリキュラムには沿っていないけれども、子ど

もたちの学習を保障する土曜の課外授業とすると、これは希望者ということになるだろ

うと思います。 

 そういう中で、佐賀市として取り組むならば、どの方法がいいのかと考えたときに、

義務教育という視点と、それから学校、家庭、地域のそれぞれの役割という視点から見

て、やはり土曜日の一部を学校、教育委員会の責任でもって全ての子どもたちに学ばせ

る必要があるというのを基本に据えなければならないだろうと。来たい人だけ来る、希

望者だけ来るという形ではどうも継続性がないのではないかなという気がいたします。

やはり教育は安定して、しかも継続的にできる。そういうスタイルでないとなかなか定

着をしない、定着をしないということは力にならないということにつながっていくと思

いますので、そういう意味合いから、私どもは今後土曜授業というイメージを描きなが

ら検討をしてまいりたいなと考えているところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 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〕 

 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の議題であります。 

 最初に、第８号議案『佐賀市の全国学力・学習状況調査結果の公表について』、ご説

明をお願いします。学校教育課。 

 

（岡学校教育課義務教育指導係長） 

 それでは、昨年度から継続でご審議いただいております全国学力・学習状況調査結果

の公表について、事務局から提案をいたします。 

 まず、２ページをごらんください。 
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 １つ目は、佐賀市全体の結果の公表についてです。 

 今年度の公表は、「より客観性があり、具体的で分かりやすい公表を目指す」を方針

としています。平成25年度までは、全国の平均正答率との比較から「上回る」「やや上

回る」等の文言による表現を行ってきましたが、それがわかりづらいということでした

ので、具体的な数値やグラフ等で表すようにしました。上の細い線で囲んである部分が

昨年度までで、下の二重枠で囲んである分が26年度の公表と考えております。 

 ３ページと４ページには、この方針で佐賀市全体の公表を行うとした場合のイメージ

を示しております。 

 下のほうに教科の結果を表とグラフで示しているのがごらんいただけるかと思いま

す。 

 ４ページは意識調査の特徴的なものを掲載します。グラフの横には文言により補足説

明をしていきます。 

 この結果の公表につきましては、説明責任を果たすということもありますが、学校、

家庭、地域がお互いの役割のもと、協力して子どもたちの学力向上を目指そうというの

が大きな狙いです。よって、保護者や地域の方々にも結果や考察、今後の取り組み等が

わかりやすいように、このような概要版を作成したいと考えています。 

 さらに詳しい結果、分析、改善策についてお知りになりたい方のために、佐賀市内の

教員で構成する目指す子ども像分析検討委員会作成の詳細版を公表します。それについ

ては、５ページ、６ページが昨年度の目指す子ども像分析検討委員会が作成しました佐

賀市の結果、分析、改善策です。 

 ６ページは、小学校の国語科の分になっておりますので、あと小学校の算数科、中学

校の国語科、数学科と、それぞれ作成します。 

 次は、各学校それぞれの公表について、佐賀市がどのように指示をするのかについて

説明をいたします。 

 ２ページに戻っていただいて、真ん中から下になります。 

 ２の学校の公表について説明をします。できるだけ具体性のあるわかりやすい公表の

ために、シンプルで視覚的な表現を用いるように指導を行います。具体的な領域や観点、

設問ごとの正答率の数値や、それを視覚化したグラフなどで示すことと考えています。 

 ７ページから１１ページがモデルとなる学校の公表です。 

 ７ページについては、全国学力・学習状況調査の概要について、８ページが調査結果

及び考察ということで、８ページが国語、９ページが算数になります。学校と家庭がそ

れぞれに取り組む改善策がはっきりと示されています。 

 １０ページにつきましては、生活習慣や学習習慣に関する調査の結果になっていま

す。 

 それにつきましても、下のほうに学校と家庭がそれぞれ取り組む改善策を載せており

ます。このように示していこうかと思っております。 

 以上のように、佐賀市全体及び各学校の結果公表の方針について提案をいたします。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

（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。 

 

（伊東委員） 

 １０ページの一番最後のところの「ご家庭では」というところで、「上記の項目は、

改善を図ろうと「     まなざしカード」」と、それから下のほうも空欄になって

「     メソッド」とありますが、これは後で何か入るんですか。 
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（岡学校教育課義務教育指導係長） 

 ここは分析結果をもとに、学校独自で家庭に対しての改善策等を表現されるものであ

ります。これについては、例えば、こういうものがありますよとお示ししている部分が

ございまして、特定の学校から抜き出して持ってまいりましたので、学校がわからない

ように消させていただいただけです。 

 

（伊東委員） 

 それでは、ここは学校独自にキーワードを見つけて書かれるということですね。 

 

（岡学校教育課義務教育指導係長） 

 そうです。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 学校の公表は、ホームページに掲示される以外に、あとこれをプリントにして各ご家

庭に配付するとかはされますか。 

 

（岡学校教育課義務教育指導係長） 

 配布されます。 

 

（東島教育長） 

 配布もしておりますし、ホームページにも掲載しております。 

 

（山下委員長） 

 そうですね。ご家庭では特に、ここの「ご家庭では」もよく読んでほしいなと思いま

す。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第８号議案『佐賀市の全国学力・学習状況調査結果の公表

について』は、原案のとおり承認いたします。 

 次に、第９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』、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） 

 資料の１１ページをお願いいたします。 

 第９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』でございます。 

 これは社会教育法第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項の規定に基づき提案を行うものでございます。 

 中身としましては、自治会、ＰＴＡなど、各種団体の役員交代や学校代表の人事異動

等によりまして、公民館及び生涯学習センターの運営審議会委員の変更をお願いするも

のでございます。 

 １２ページに、交代される委員の名簿をお示ししております。諸富町公民館運営審議

会が１名、三瀬公民館運営審議会が３名、久保田公民館運営審議会が２名、大和生涯学

習センター運営審議会が２名ということで、計８名の交代をお願いいたしております。 

 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、前委員の在任期間でござい
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ます平成２７年９月３０日までとなっております。 

 なお、きょうお配りしております資料で各公民館運営審議会、生涯学習センター運営

審議会委員の名簿一覧表をお示ししております。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第９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。 

 なお、この一覧は後ほど回収となりますので、よろしくお願いします。 

 

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。 

 報告事項１「平成２６年度第１回社会教育委員の会議の報告について」、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） 

 資料につきましては、１３ページ、１４ページになります。 

 平成２６年度の第１回社会教育委員の会議の報告について説明いたします。 

 開催日時は５月２２日に商工ビル７階の大会議室で開催しております。社会教育委員

１２名中１０名の出席を受けております。 

 議題としましては、「青少年センターについて」「公民館を中心とした社会教育活性化

支援プログラムの評価について」という２題の議題を出しております。 

 また、報告事項としまして、社会教育関係部署の体制及び事業についてご報告させて

いただいております。これは組織改編に伴いまして、社会教育関係、公民館支援機能関

係が市民生活部のほうに移ったという内容をご報告させていただいております。 

 その後、佐賀市まちづくり自治基本条例につきましても、２６年４月１日から施行と

なりましたので、この概要につきましてご説明をしております。 

 なお、佐賀市まちづくり自治基本条例につきましては、２点ほどご意見、ご質疑があ

っております。 

 １点は、「補助機関としての役割を担う」という文言はどういうことかということと、

もう１点は、条例見直しの検証委員会を置くというこで、どういうスパンで検証を行う

かという２点でございました。 

 回答としましては、補助機関としましては、副市長、会計管理者、職員、専門委員と

自治法上規定されておりまして、その職務としては、市全体の奉仕者として、市民の視

点で構成かつ誠実に職務を行うということでお答えをしております。 

 条例の見直しにつきましては、４年を超えない期間ごとに条例の見直しを行うことと

しておりまして、必ず４年で条例を改正することではなく、検証会議を立ち上げて、こ

の条例がどういうふうに進んでいるのか、見直しが必要かを考えていくものであるとい

うことでご報告いたしております。 

 続きまして、議事の第１点目の「青少年センターについて」でございます。 

 これにつきましては、別添の資料の１ページ、２ページのほうで、青少年センターの

マルキョウ跡地への移転の計画についてご報告を行っております。概要等をご説明し

て、社会教育委員の皆様のご意見をお聞きしたところでございます。 

 内容としましては、交通機関のアクセスや関係機関との位置関係などから、移転に対

し、おおむね肯定的な意見が出されております。また、空間構成、支援体制、職員配置
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等のソフト面での検討課題がいくつかあげられたところでございます。 

 具体的な意見につきましては、１４ページに主なものをあげております。 

 簡単にご説明いたしますと、まず社会教育委員の皆さんは、一部青少年センターのあ

り方検討委員会の委員でございまして、先進地視察をしていただいております。 

 その中で、「必ずしも体育館が必要ということではなく、軽スポーツができるスペー

スがある複合的な施設ということが先進的な都市では見られた。」というご意見がござ

いました。また、少年サポートセンター、スチューデントサポートフェイス等の関係機

関との位置関係もよいので、コントロールタワーのような機能を持たせることも期待し

ているというご意見がございます。 

 また、「新しいセンターにどういう機能を持たせるのか。ソフト面をしっかりと検討

をすべきである。」、あるいは「入り口の入りやすさ、相談しやすさ、あるいは困難を抱

える子ども・若者に対する心理的なケアが十分配慮をする必要がある。」という意見が

ありました。 

 あと１つ、適応指導教室「くすの実」、現在青少年センターに配置しておりますが、

これを移転するのかどうか。これについては、子どもたちの意見も聞きながら慎重に判

断をする必要がある等々の意見が出ております。 

 質疑応答につきましては、利用者数、レイアウト、マルキョウの耐震面の心配、ある

いは予算規模等々ございましたが、ここについては記載のとおりでご回答をさせていた

だいたところでございます。 

 ２番目としまして、公民館を中心とした社会教育活性化支援プログラムの評価という

ことで、蓮池公民館を中心としました蓮池地区の活性化支援事業を、これは国の委託事

業で25年度に実施しております。この分につきまして、プログラムの説明、事業報告及

び事業に対する社会教育委員の皆様による評価をお願いしたところでございます。質疑

応答については、下のほうに書いておりますが、組織づくりはどうしたのかとか、コミ

ュニティにどういうふうに活用するのかというご質疑を受けながら、最終的には２５年

度の事業内容について、第三者評価ということで評価票のご記入等をいただいたところ

でございます。 

 社会教育委員会の会議についての報告は以上でございます。 

 

（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。 

 

（岸川委員） 

 この蓮池地区の創生事業というのは、この公民館を中心とした活性化プログラムの１

つのモデルケースというふうに理解してよろしいですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 これは２５年度の国の新たな事業として、全国で大体１５０カ所、テーマごとに手上

げ方式で出しております。市としましては、まちづくりを含めた地域活性化ということ

で、今回蓮池公民館からの提案を受けて、２４年度に県に申請を行いまして、２５年度

に採択をされて、全額国の委託事業ということで実施をしています。基本的に３カ年事

業ということで計画をしておりますが、毎年度の第三者からの事業評価を受けて、その

結果で２年目の継続が決まるということでございます。蓮池につきましては、２６年度

も継続ということになっております。 

 

（岸川委員） 

 はい、わかりました。 
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（東島教育長） 

 蓮池のこの国の事業で、Ⅲ地域文化の伝承、この中に課題がありますよね。シニア世

代、小学生は多く取り込めたけれども、中間年齢層の参加が少ないと。この辺りの要因

はどう分析しておられますか。そのほかの課題は、改善の余地があるかもしれないとい

うことが見えるのですが、この１０ページの課題は慢性化した問題かなと。シニア世代

とか小学生はよく参加するけれども、中間年齢層、２０代、５０代の参加は少ない。こ

れはどこにでも言えることではないかなと思いますが、どういうところに要因があると

考えておられますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず１つは、中間年齢層は仕事等の問題があって、なかなか時間的な余裕がないとい

うのが実際あるのかなと思っています。現時点では、小学生とか子どもを引き込むこと

によって、その保護者をこういう地域活動に参加させる方法がベターではないかという

ことで、現状としては、シニア世代は教えるとか、地域の伝承を行う、小学生はそこを

学ぶということで参加をしていただいておりますが、ここに今後は、そういう小学生の

保護者を引き込むような仕掛けが必要ではないだろうかということを考えています。こ

れは、この活性化事業だけでなくて、公民館事業等々を含めて大きな課題でありまして、

実際、中間の若者世代の参加がなかなか難しいということがございます。 

 

（東島教育長） 

 多分そうだろうと思うんですよね。小学生が来れば親も来るというのは間違いなくそ

うでしょうね。ただ、この中間年齢層にどういう役割を与えるか、ここの仕掛けが大事

だろうと思います。ただ来るだけであれば、子どもが行くから行くということで成り立

つかもしれませんが、それでは主体性を持って参加したことにはなりませんよね。若手

は若手なりの役割をどう持たせていくかという仕組み、あるいは仕掛けというのは、全

市的な課題かなという思いがします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ありがとうございます。 

 

（山下委員長） 

 こういう伝承というのは、シニアから中間年齢層、そして子どもへと伝えていくのが

本当の姿ではないかなと私も思っています。だご汁とか、芋茶がゆづくりとか、こうい

うシニア世代の人がもうできなくなった場合、次の世代が受け継ぐ仕組みづくりはやは

り必要かなと思っておりました。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 一応これは３カ年事業ですので、まず今のところは地域文化や歴史を活用した地域活

性化ということで考えています。その仕掛けづくりとしては、郷土学講座や古文書講座、

あるいは子どもたちのふるさと学級等々を行って、これをどういう形で地域の活性化に

つなげていくかを考えていきたいと思っておりますが、そのときに保護者といいます

か、中間層の出番をつくっていければなと思っています。まずは子どもたちに伝承する

ということでの仕掛けづくり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か。よろしいですか。 

 このほかで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〕 

 ご質問がなければ、これで報告事項は終わります。 
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６．その他 

 

（山下委員長） 

 では、その他で何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 １ついいですか。さっき社会教育委員のところにもあったのですが、「くすの実」の

扱いについて、新聞報道で、「くすの実」はもう移転先の青少年センターには入れない

という報道がなされてあったのですが、そのことについてご説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今社会教育委員の会議のご報告をさせていただきました。この会議が行われたのが５

月２２日です。ここで社会教育委員からのご意見をお聞きしました。そのあと５月２７

日に教育委員会の勉強会でもご説明をさせていただいて、そのときには、この「くすの

実」の扱いを慎重にやらなければいけないということと、「くすの実」の生徒さん、指

導者、保護者の方にアンケート調査をやっておりまして、それを分析して、市教育委員

会としての方針並びに市の方針を決めていきたいと申し上げました。６月議会の研究会

の折に方向性を示していきたいということで、６月１９日の議会研究会の中で、適応指

導教室「くすの実」については、今回のマルキョウの移転については青少年センターの

機能のみで、「くすの実」の移転については切り離して考えていきたいということでご

報告をさせていただいております。 

 中身的には、くすの実の意見の中でも、十二、三ほどのアンケートを子どもさんから

いただきました。アンケートの中では、３人ほどから、誰か知っている人に会うかもし

れないとか、人通りの多いところで知り合いに会うかもしれないのでちょっと不安だと

いうご意見がございました。少数でございますが、「くすの実」については、この意見

を慎重に判断しなければいけないだろうと考えました。 

 それともう１つ、青少年センターのあり方検討委員会の中で今後重点化していかなけ

ればならない困難を有する若者に対する支援、これについて、スチューデントサポート

センター等からご意見を聞いた中では、入り口等の区分が必要だということで、「くす

の実」も分ける。困難を有する青年の入り口も分ける。一般の入り口もつくるというこ

とになると、３カ所、４カ所も入り口の必要性が出てきますので、これは今のマルキョ

ウの中でも物理的には難しいだろうと、このあたりを総合的に判断しまして、適応指導

教室「くすの実」については今回の青少年センターの意見からは切り離していきたいと

いたしました。 

 なお、「くすの実」につきましては、期間的に２８年度中ぐらいまでは今の青少年セ

ンターが使えると思いますので、二十六、七年で新たな適地を、基本的には今の既存の

公共施設を活用してできないかということで検討を進めていきたいと考えています。 

 

（岸川委員） 

 内容的な部分は、勉強会で話したことと同じような話なのですが、要は新聞報道に載

る前に、やはり私たちにも教えていただきたいし、そういう結論が出た場合は、そのと

きに臨時教育委員会を開かなくても、きょうの勉強会の議題には少なくとも上げていた

だきたいなと思いました。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 申しわけありませんでした。今後適宜ご報告させていただきたいと思います。 

 

（山下委員長） 
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 ほかにその他で何かご質問とかございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、先日のフリー参観デーについて、委員の皆さんの感想なりご意見なりをご

報告していただきたいと思います。岸川委員。 

 

（岸川委員） 

 私は、学校評議員等をしている関係もありまして、循誘小学校と城東中学校に行かせ

ていただきました。今回は、天気もよかったせいか参加者が多くて、この表で見てわか

るとおり、循誘小学校は全部の中でも参加者数が多くて、特に、児童・生徒さんたちの

弟さん、妹さんでしょうけど、就学時前の子どもたちが今年は多くて、学校に対してい

ろいろ興味を持って雰囲気を味わっていて、幼・保・小連携の面でも非常にすばらしい

ことだなと思っておりました。 

 それから、例年よりも授業を受ける態度がよくて、保護者の方たちも結構安心されて

いるような感じでした。 

 それから、午後は城東中校区の取り組みとして、地域のクリーン大作戦ということで、

中学２年生、３年生は中学校を、１年生は各出身の小学校に戻って、地域の人たちや保

護者と一緒に清掃活動を行いましたが、これは非常に有意義な活動だと思いますので、

フリー参観デーでなくても、各校区でもこういった取り組みをやっていけたらいいなと

思いました。それから、両方ともお父さんたちが駐車場の整備などを献身的にご努力さ

れていて、いい傾向だなと感じることができました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 伊東委員さんお願いします。 

 

（伊東委員） 

 私は地元の久保泉小学校と金泉中学校に行ってまいりました。 

 小学校のほうは、今、岸川委員もおっしゃったように、全体的に非常に明るくて、特

に特別支援学級は、先生たちの目線が子どもたちにおりてきた状態でご指導されてい

て、明るい雰囲気で精いっぱいハートで指導されていると感じました。それから久保泉

小学校はおじいちゃん、おばあちゃんが結構多かったですね。 

 それから金泉中学校は、生徒達の挨拶がすばらしくて、発表会は、生徒がみずから仕

掛けてやっていて、発表風景も非常によかったです。もちろん校舎内も３Ｓがきちんと

できて、すばらしい教育風景を見せていただきました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 光吉委員さん。 

 

（光吉委員） 

 私は地元の中川副小学校と川副中学校に行ってまいりました。 

 最初に中川副小学校の１時間目に行ってきました。まだ１時間目ということで、保護

者の数はそれほど多くはありませんでしたけれども、やっぱり学年が低いほど保護者の

数が多いかなと感じました。相変わらず落ち着いた雰囲気で勉強をしておりました。 

 次に、川副中に行ってきました。 

 川副中は、最初に３年生の教室を見て、その後１年生を見たのですけれども、子ども

の数が１教室に結構多いので、後ろまでいっぱい机があって、多分去年の学校訪問のと
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きにもどうにかしたほうがいいのではないですかと言ったと思うのですが、相変わらず

状況は変わっていないなというふうに思いました。子どもたちは落ち着いて授業を受け

ておりました。２年生は体育館で性教育の講話を静かにして真面目に受けておりまし

た。全体的にとても落ち着いた雰囲気でした。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 福島委員さん。 

 

（福島委員） 

 私も自宅のそばの勧興小学校と成章中学校に参観に行ってまいりました。 

 勧興小学校は、特別支援学級のサポートが結構充実している小学校だと思うのです

が、たくさんの方が見に来られていて、おそらくこれから小学校に上がる子どもの親御

さんなども、特別支援学級を気にして見に来られていらっしゃるかなという感じでいい

なと思いました。 

 あとは、成章中も行ったのですが、明るくて皆さんしっかり授業を受けられていて、

非常によかったなと思いました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 教育長。 

 

（東島教育長） 

 私は建設途中になっております北川副小、赤松小、そしてちょっと気になったので城

東中を回ってまいりました。特に赤松、北川副は今非常に不自由な中で授業をしており

ましたが、子どもたちは精いっぱい頑張っておりましたから、よかったなという思いで

見ておりました。中学校も、以前に比べるとよくなったと思いますが、私が先ほど申し

上げましたように、子どもにわかる授業、子どもを活動させる授業、子どもに考えさせ

る授業、ここをもっともっと突き詰めていく必要があるなと感じました。特に中学校の

授業は講義的、あるいは説明的な授業が多くて、子どもはじいっと座って聞いておると

いう状況がまだまだ抜け切れていない。１つの単元の中で、ここでは子どもたちを動か

して考えさせる、ここは子どもたちに活動をさせるというのを、きちんと分析をやって

授業の質を高めてほしいなと思いました。 

 ただ、英語は男女が一緒になってやりとりをやっていましたので、これはいいなと思

いました。前よりも、男女が一緒になって学習に取り組んでいる姿が学級の中にちらほ

ら見れたというのは、よくなってきている証拠だなと思いながら帰ってまいりました。 

 

（山下委員長） 

 私は、今年から小中一貫校になりました富士中学校と富士小学校に行ってまいりまし

た。学習状況はどちらも非常によかったです。小学校は保護者が多くて、中学校はやは

り保護者がちょっと少なかったかなという感じがします。 

 それから、電子黒板が効果的に使われておりました。中学２年の歴史だったと思いま

すけれども、テレビから録画してきたものを見せて、興味深い、非常にわかりやすいも

のを提示されて授業が進められておりました。 

 また、小学校６年生の教室に行きますと、教室の後ろに小中一貫校のリーダーとして

頑張ろうみたいな言葉が書いてあって、小中一貫というものを子どもたちが意識した言

葉というのを見つけることができました。６年生のところには「自学学習ノート」とい
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うのが置いてありまして、宿題とは別に、自分が勉強してきたこと、自分が興味あるも

のを調べてきたことなどを書いておりました。これは課題解決学習という点で、調べて

勉強することはとても楽しいことなんだと子どもたちが思える１つの仕組みかなと思

いました。保護者さんたちもどういうことを勉強しているかなと一生懸命見ていらっし

ゃいました。 

 あと、小中一貫校になりまして、先生方も非常に交流があって、中学校の先生みんな

で小学校の参観に行き、あるいは小学校の先生がみんなで中学校に参観に行って生徒の

サポートをしているという話も聞いてまいりました。４．５キロメートルくらい離れて

はおりますけれども、活発に先生たちの交流、あるいは授業の交流ができておりまして、

小中一貫校として歩み始めているということを感じてまいりました。 

 以上でございます。 

 それでは、ここで人事案件がございますので休憩をいたします。５分後に再開いたし

ますが、再開後は非公開となりますので、関係者以外は退室をお願いいたします。 

 

 


