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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。日中はやわらかな日差しで、毎日を気持ちよく過ごせる気候でござ

います。明後日からは佐賀の空を彩る佐賀インターナショナルバルーンフェスタが開催

されます。全ての競技が順調にいくことを願っております。 

 さて、光吉委員が１１月４日をもってご退任になります。今まで４年間、任務を全う

されました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 また、昨日より文部科学省の松本さんが教育委員会へ研修でお見えになっておりま

す。地方における教育行政をしっかり見ていただき、頑張っている様子を感じていただ

けたら幸いと思います。よろしくお願いします。 

 これより佐賀市教育委員会１０月定例会を開きます。 

 本日、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。お願いします。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 それでは、事務局からでございます。９月２４日の定例教育委員会の会議録につきま

しては、１０月２３日に配付を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） 

 ありがとうございました。 

 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。 

 

（岸川委員） 

 訂正をお願いします。７ページの私の発言で、３行目を「徹底されている学校とされ

ていない学校の差が」にしてもらっていいですか。 

 

（山下委員会） 

 私のところですが、９ページです。上から２行目、「原則として持たせないと思いま

す。」と書いてありますが、「持たせないとしています。」にお願いします。 

 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、修正をしていただきまして、会議録は報告のとおり承認することにいたし

ます。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３ 教育長の報告を求めます。 
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（東島教育長） 

 きょうは教育委員会定例会の後に「学校げんきＵＰ！さが！！」が放映されます。こ

れは本年度の新規事業で、学校が教育活動に頑張っている様子を各学校の特色に合わせ

ながら放映して、市民の皆さん方に理解を求めるというものでございますので、学校の

頑張っている姿を後で見ていただきたいと思っております。 

 録画をしたＤＶＤは、各学校が地域の行事とか学校行事とか、いろんな機会に学校の

ＰＲ媒体として使っていただくことで、もっと学校への理解が深まり、学校への期待が

膨らみ、そして、学校の頑張りを皆さんで支えていただきたい、そんな思いを持ってお

りますので、ごらんいただいて、ご感想等をお聞かせいただければと考えております。 

 きのうは文部科学省から教育委員会制度についての説明がみっちりございました。こ

れから取り組むべき中身がたくさん焦点化されまして、今後、それに向けた動きをつく

っていくことになろうかと思っております。これまでもどのようにしていくかというこ

とは教育委員会の会議の中でも議論をしてまいりまして、共通の理解を得ているところ

でございますけれども、今後、４月に向けて、ますます作業が急がれる部分が出てこよ

うかと思います。 

 また、新聞等では３５人以下学級の逆の方向が取り沙汰されております。なかなか学

校現場の現状、学校教育の課題というのが十分と伝わり切れていない、そういうことも

反面、感じるわけでございますし、たまさかきのうから文部科学省から研修生がお見え

になっております。それぞれの市町がどういうふうに工夫をして教育行政を行っている

のか、つぶさに見ていただいて、国の政策の中に反映していただければという思いでい

っぱいでございます。 

 また一方では、公設民営学校のことも話題となってきておりまして、これにもやがて

向かうべき方向が一つの方向性としてあるのかなと思いながらも、義務教育を行う国の

義務、あるいは私ども市町教育委員会の義務ということを考えたときに、はてさて、こ

れから先、どういう方向で学校というのが運営されていくのか、なかなか見通しがつき

にくいところもありますし、一方では、小中一貫教育学校も議論の対象になってきてお

ります。いわゆる学校制度そのものへのメスも入っていくことになろうかと思っており

ますし、次の学習指導要領改訂に向けた動きも、もう活発になってきております。 

 そういう中で、私どもの教育行政の方向性を、来年度から第３次教育振興基本計画の

もとに進めていくことになるわけでございますけれども、今年度末には来年度に向けた

その議論等もしていくことになるだろうと考えております。 

 それでは、資料に沿って報告を申し上げます。 

 まず１点目は、「神代勝利公顕彰第２回三瀬旗少年剣道大会」が９月２７日、２８日

の両日にわたって三瀬校並びに近隣施設のほうでありました。 

 ここに書いているとおり、かねてより三瀬は、剣道を通して子どもたちを健全に育て

ていくということで、村技とまで言われるぐらい剣道の盛んなところでございます。そ

ういう中での催しで、遠くは広島、九州では大分、熊本、長崎、福岡からの参加があっ

ておりました。子どもたちがたくましく育っていっている様子をかいま見たときに、本

当に教育の重要性を感じたわけでございます。 

 ２点目が、「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト第８回大隈重信スピーチコン

テスト」でございます。 

 これは早稲田大学の委員長を中心にして審査を行ったわけでございますが、本年度は

８校から２３名の応募がございまして、その中から７校８名の中学生が最終選考に残

り、スピーチコンテストが行われました。 

 ここで特に私は、子どもたちが自分たちで計画を立てて、自分たちで調べ、自分たち

で自分の考えをまとめ、そして、スピーチをするという一連の主体的な学習過程の中に

意義があるだろうと考えております。中学生たちは、本当に生き生きとして、そして、

本当に中身のあるスピーチしておりました。しかも、自分の生き方と照らし合わせなが

ら、説得力のあるスピーチでございました。最優秀賞１点、優秀賞２点、あとは賞とい
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うことで決定したわけでございますけれども、いずれも劣らぬ内容でございました。 

 ３点目は、「第６７回県民体育大会結団式と選手激励会」です。 

 先般、佐賀市が５４回目の優勝に輝いたというメールを受けました。１７年連続とい

うことになろうかと思っております。選手の皆さん方に感謝申し上げたいと思います。 

 ４点目、「佐野常民記念館開館１０周年記念式典」が１０月１１日に行われました。 

 この１０年間、佐野常民が提唱いたしました「博愛の精神」を全国に発信してきたわ

けですが、くしくも常民は佐賀藩海軍の中心的な役割を果たし、その三重津海軍所跡が

世界文化遺産登録に向け、今動いているところでございます。そういう中での１０周年

記念式典ということで、大変意義深かったなと思っております。 

 ５点目は、「佐賀市小中一貫教育フォーラム」でございます。これは中学校区型小中

一貫校で、富士小学校と富士中学校は４．５キロ離れているという地理的なハンディキ

ャップをどのように克服して、継続的な小中一貫教育が図られるのか、その取り組みを

始めて１年目の発表でございました。本当に地域の特性を生かしながら、あるいは地理

的なハンディキャップを十分に考慮しながら、長続きのする取り組みになっていると考

えております。 

 端的に申し上げれば、中学校の先生方が小学校の授業に入って、小学校の先生方とチ

ームティーチングを組んで授業を行っている。そのポイントは、富士小学校の児童の弱

みの部分にスポットを当て、その部分に中学校の専門性を生かしたＴＴを行っておりま

して、無理なく行われていることを感じたところでございました。 

 この取り組みが、今度は他の中学校区にも波及していけばいいという思いでございま

す。 

 ６点目は、先週の日曜日、「新栄小学校体育館の落成式」がございました。 

 新栄小学校は昭和４８年に開校しております。日新小学校の児童数が２，０００名を

超えたころに新設されました。この新栄小学校の体育館落成式にあたり、近隣の佐賀北

高校の吹奏楽部が演奏に来てくれていました。高校生の演奏といえ、子どもの心をつか

むのが本当に上手で、演奏の曲目も子どもに合わせた演奏曲目で、大変感動したところ

でございます。 

 このように新栄小学校の体育館の落成式は、滞りなく終わりましたし、あわせて、ト

ヒョン小学校から新栄小学校に交流として子どもたち１４名と校長先生初め、引率団が

お見えになって、この落成式に花を添えていただきました。 

 今後とも、新栄小学校の体育館を利用して、健康で、たくましい子どもたちが育って

いくことを願っているところでございます。 

 以上、報告を終わります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 参考までにお聞かせ願いたいのですが、三瀬の神代勝利公顕彰ということで、神代勝

利さんが佐賀県北部の豪族というのは承知していますが、三瀬村とのかかわりというの

をわかる範囲で教えていただければと思います。 

 

（山田三瀬教育課長） 

 出身は金立か久保泉みたいですけど、あと、三瀬のほうで師範代、剣道の先生として、

活躍をされたということです。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 
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（東島教育長） 

 神代勝利公の墓は久保泉でしたよね。 

 

（福田文化振興課長） 

 お墓は市史跡ということで、嘉瀬川ダムの対岸にございます。もともとダムに沈んだ

お寺がございまして、ダムができるということで移設したものでございます。ダムの堰

堤を真っすぐ渡っていただきまして、左に曲がれば、すぐでございます。 

 

（岸川委員） 

 ありがとうございます。神代薬局さんのご先祖だそうです。 

 

（山下委員長） 

 そうですか。 

 ほかに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〕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の議題であります第２４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正す

る条例について』の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） 

 定例教育委員会資料の１ページをお願いいたします。第２４号議案『佐賀市公民館条

例の一部を改正する条例』でございます。 

 これは、新栄公民館の改築に伴いまして、条例の改正をお願いするものでございます。

 内容につきましては、２ページをお願いいたします。 

 まず、今回の目的、理由としまして、新栄公民館は移転改築を行っておりまして、平

成２６年度、本体の建築を行っているところで、平成２７年４月に新しい公民館の開館

を予定しております。 

 この移転新築に伴い、公民館の位置及び使用料について条例の改正をお願いするもの

でございます。 

 ４番へ飛びますが、改正内容につきましては、まず第２条第１項の中で、公民館の設

置の場所を定めております。現在、新生町４番２１号でございますが、今回移転をする

ことによりまして、鍋島町大字八戸１２８５番地３に改正を行います。 

 あわせまして、公民館条例第７条第１項別表の中で、公民館は基本的に無料でござい

ますが、市外利用者等の使用料を定めております。 

 この別表の中で使用料を定めておりまして、現在は大広間、和室、調理室という定め

方になっておりますが、改築後の公民館につきましては、大会議室、中会議室、和室、

調理実習室という形で、それぞれ１時間当たりの使用料を定めるということで改正を行

うものでございます。 

 内容につきましては、別添の議案等関係資料の１ページから３ページにお示ししてお

りまして、２ページ、３ページが先ほどご説明いたしました改正内容の新旧対照表でご

ざいます。 

 １ページは、新しい新栄公民館の図面で、その右は若干見にくいですが公民館の位置

図でありまして、新栄小学校、マリトピアの交差点より西側で、コープの南側に位置す

る場所に建設を行っているところであります。 

 左側の半分は平面図をつけさせていただいております。部屋割りにつきましては、大
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会議室、中会議室、和室、調理室、それと事務室、図書・フリースペース等を整備して

おります。 

 今回、公民館の内部のほうに、防災倉庫も整備をしています。図面が小さくて、内容

が見にくいかと思いますが、防災倉庫は、真ん中の一番左側になります。ここは、内部

からも外からも取り出しができるという倉庫にしています。 

 この公民館条例の施行日につきましては、３月末を完成予定としており、開館日に施

行期日を合わせるため、教育委員会の規則で定める日とすることとしておりまして、今

後、教育委員会の規則で施行日を定めたいと考えております。 

 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。 

 

（東島教育長） 

 工事の進捗はどうなっているのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず、造成関係がございまして、文化財で２５年度に予算化をしていたところ、文化

財の本調査が出てまいりまして、繰り越しを行いました。天候不順が若干ございまして、

８月まで造成関係がかかりましたが、現在、本体の着工をしているところです。昨年、

建設しました神野公民館についても、９月着工で３月に完成をしていますので、ぎりぎ

り間に合うよう、今、工事を急いでいるところでございます。 

 

（山下委員長） 

 今までのところは非常に手狭であったので、移転できることは本当によかったなと思

います。ただ、駐車場のスペースというのは十分にとられているでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今、ご説明の中で省かせていただいたのですけど、駐車場につきましては、台数的に

は４１台を確保することとしております。 

 うち２台が身障者用ということで、一般を３９台、用地が３，０００平米ございます。

一般的に公民館は３，０００平米程度で整備しておりまして、一番大きい平米数で確保

しておりますので、駐車場については十分確保ができるものと考えております。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 学校との連携上、危険箇所などは特別対応しなくていいですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 現時点では、対応を検討していません。少し危険だと考えるところとしては、学校の

西側にある西部環状線を横断することかと思われます。ここは今後の運営の中で横断歩

道を必ず渡るとか、あるいは先生方に付き添っていただくとか、何かしらの対応を検討

していきたいと考えております。 
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（山下委員長） 

 ほかに、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〕 

 質疑がないようですので、第２４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』

について、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

 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（２０１５年）佐賀市成人式について」のご説明をお願

いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 引き続き、私からご説明させていただきます。 

 資料は３ページになります。 

 平成２６年度（２０１５年）の佐賀市成人式について、概要をご報告をして、お願い

をしたいと思っております。 

 ２０１５年の成人式につきまして、該当者は平成６年４月２日から平成７年４月１日

までに生まれた方で、現時点で約２，５００名程度と見込んでいるところでございます。 

 開催日につきましては、平成２７年１月１１日、日曜日、成人の日の前日を予定して

おります。 

 会場につきましては、例年どおり佐賀会場と、各旧町村の７会場、合わせて８会場を

予定しております。 

 前年度から変更したところとしましては、前年度までは開催時間が午前の会場がござ

いましたが、今回からは、開催時間を午後に統一をしています。時間が１時と２時等で

若干ずれているところがございますが、開催時間については午後に整理をしておりま

す。 

 案内状につきましては、大体１１月下旬から１２月上旬にかけて発送予定としており

ます。あわせて、パンフレット等も、各会場共通のものを準備をしているところでござ

います。 

 最後に、市長式辞の代読についてということで、例年、成人式当日に市長式辞の代読

を教育委員の皆様にお願いをしているところでございます。今回も、代読をお願いした

いと思っています。担当していただく会場につきましては、決定後、連絡をしたいと思

っております。 

 １２月の定例教育委員会では、式辞を作成いたしましてお渡しする予定としておりま

すので、ぜひ代読のほうをお願いいたします。 

 なお、担当会場につきましては、前年度の担当会場と違う会場で検討をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

（東島教育長） 

 議会で、川副だけが暖房がきいていないという指摘を受けていましたが、その対応を

報告してください。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今年、川副は人数的な問題もございまして、スポーツパーク川副の体育館を使用いた
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しました。今年の１月１２日だったと思いますが、当日は大変寒く、また体育館が広い

こともあり、その後の市議会の一般質問等で成人式の会場としては寒かったというお話

がございました。これを受け、社会教育課で本年度当初の４月ぐらいからいろいろ検討

したところ、川副町内で場所的にやはりキャパを確保できる場所が他になく、川副の体

育館でどうにか対応していきたいということで、現在、進めております。小学校等での

研究発表会では、冬はストーブを使っておられましたので、各学校にストーブの数を確

認し、安全性についても問題はないということで、現在、寒さ対策としては、ストーブ

での対応で進めていきたいと考えております。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

 よろしいでしょうか。では、何かほかにご報告はございませんでしょうか。 

 では事務局、１１月５日の開催について、ご説明をお願いします。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 教育委員さんに、「今後の教育委員会の日程」を配布しております。来月の１１月５

日は、例年どおり、臨時教育委員会の開催を予定させていただいております。 

 臨時教育委員会の開催時間は９時半からを予定しております。 

 場所が、今回は大和支所の３階の会議室となります。 

 その後、１０時半から教育委員会の表彰式を同じく大和支所３階の第４会議室、一番

大きい会議室で開催いたします。 

 表彰式の後、表彰された皆さんとの懇談の場も設けておりますので、それまで含めて

１２時までの予定で、お願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 今の件についてよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項は終わります。 

 

日程６ その他 

 

（山下委員長） 

 その他で何かございませんでしょうか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課から、その他ということで「さが桜マラソン２０１５」の「ボランテ

ィア大募集」というカラー刷りの資料があるかと思います。こちらで説明させていただ

きます。 

 桜マラソンは、２０１５年４月５日に開催しますが、その大会のときに活動してもら

うボランティアを１１月５日から募集することにしております。 

 あけて中を見ていただくと、昨年も３，０００人程度募集しておりましたが、応募用

紙の上のほうの申込区分というところで、ファミリーという部を設けております。これ

は、議会等でも「せっかくの大会だから中学生なんかでも参加できるようにしてもらっ

たほうがいいんじゃないか」というご意見がありましたが、単独での参加はなかなか難

しいという状況でした。今回、ファミリーという形で小学校５年生以上を家族単位で申
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し込んでいただくということで、その資料でいくと右のページの真ん中あたりに「応募

資格」として、個人の場合は１５歳以上で中学生を除くとしておりますが、ファミリー

ボランティアは小学５年生以上で家族同伴ということで、２名から５名までを参加して

もらえるということです。先着８０名で、家族で活動する場がある程度限られてしまい

ますので、３，０００名のうち８０名程度、今回初めての試みということでいきたいと

思っております。 

 裏のページをごらんいただくと、コース図と注意事項がありますが、一番下の枠外に

小さく書いております。「ゲームズメーカー」という記載があります。ロンドンオリン

ピック・パラリンピックでは、その大会を一緒につくり上げる一員ということで、「ゲ

ームズメーカー」という名称で気運を盛り上げて成功しております。 

 今回も「ゲームズメーカー」という名称も使ってはどうかということで、５者会議の

中で検討されましたが、まだ一般的には浸透しておりませんので、今回もボランティア

ということでお願いして、行く行く「ゲームズメーカー」という名称を正式に使いたい

というような意向は持っているところです。 

 なお、きょうの夜８時からランナーの募集についてはスタートします。多分、昨年が

４日間ぐらいでしたが、ことしは１日でもういっぱいになるのではないかと考えている

ところです。 

 また、１０月２３日に庁内の推進会議を開催し、庁内のさが桜マラソンについての業

務の共通理解を図って、これからも進めていきたいと思っているところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 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〕 

 その他で何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、私から、１０月１４日、１５日に「平成２６年度市町村教育委員会研究協

議会（第２ブロック）」に出席させていただきましたので、ご報告させていただきます。 

 第２ブロックといいますと、滋賀県のあたりから西の地域全部です。 

 盛りだくさんありましたが、まず、文科省の堀野晶三氏による行政説明がございまし

た。 

 まず、「道徳に係る教育課程の改善について」、これはつい最近、新聞、テレビ等で報

道されましたように、道徳の時間を「特別の教科 道徳」として位置づけるということ

です。そして、検定教科書も導入する予定であると。評価は数値によるのは不適切なの

で、指導要録に専用の記録欄を設け、文章で記述するようにしたいということが述べら

れました。 

 次に、「いじめ対策について」です。いじめ防止対策推進法ができまして、その基本

方針を踏まえた対応状況調査の結果が示されました。指定都市６７自治体の調査結果に

よりますと、まず、地方いじめ防止基本方針の策定済みが８１％、条例を根拠とする組

織の設置や条例を根拠としない組織の設置、あるいは学校の関係機関連携のための組織

とか、学校の対応を支援する専門家の組織とか、そういう設置状況が今何％であると、

ここに細かい数字は出しておりませんけれども、そういう状況が提示され、学校ではや

はり最優先的課題として取り組んでほしいと言われました。 

 そして、来年１月ごろ、全国いじめ問題子どもサミットが文科省主催で開催されるそ

うです。いじめ問題に主体的に取り組んでいる学校、地域の小学生、中学生２００名程

度を招くと述べられました。 

 それと「土曜授業について」。これは土曜授業の実施に係る学校教育法施行規則の一

部改正について述べられました。学校・家庭・地域が連携して、多様な学習とか体験活
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動の機会を充実させて取り組むことによって、土曜日の教育環境を豊かにすることが必

要であるということです。土曜日の教育活動の実施状況を提示されました。また後でも

出てくると思いますが、今、全国で大体４割の学校がすでに取りかかっているという報

告がございました。 

 次に、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」、これも以前、新聞等で報道

された記憶がありますが、小学３・４年生までは活動型の英語教育を学級担任がする。

それから、小学５・６年生では、教科型にしていく。これは専科の教員を積極的に活用

していく。中学校の授業は、英語の授業は英語で行うことを基本として、やはり言語活

動を重視したいということです。そして、小・中・高における一貫した指導体制を強化

していくということです。 

 この３、４年が活動型、５、６年が教科型を２０２０年までに全面実施、東京オリン

ピック開催までには全面実施をしていく考えがあるということが述べられました。 

 それから、「全国学力・学習状況調査について」ですが、平均正答率の低い３つの都

道府県の平均を見ると、全国平均との差が小さくなりつつある、底上げが進展してきて

いると言われました。指導と学力の関係を見ますと、やはり言語活動とか探求活動など

に積極的に取り組む学校の正答率が高い傾向にある。それから、子どもたちが携帯電話

やスマートフォン、メールやインターネットをする時間が短いほど、平均正答率は高い

傾向にあるということでございました。 

 来年度は４月２１日、悉皆調査で、ここに理科が入ってきます。再来年も悉皆調査と

いうことが提起されたと思います。この平均正答率の低い３都道府県の平均ということ

です。佐賀県はどちらかというと低いところにいるので、少しドキドキしました。 

 それから、「教育委員会制度の改正について」、これは、先だって教育長がご説明いた

だきましたが、きのう、県の市町教育委員会研修会でもお話がありましたし、勉強会で

も話し合われました。教育委員会はこれまでどおり執行機関であるということです。そ

して、委員会を充実させることが非常に重要であると。委員一人一人の認識といいます

か、市民が関心を持っていることについては、教育委員は知っておくべきだということ

を言われました。 

 そして、新教育長は特別職となりますので、条例改正が必要ということです。 

 また、新制度には猶予期間がありますけれども、条例改正は４月１日にそろえておく

必要があり、そこに猶予期間があることを示しておけば、猶予期間の間は現在のまま運

営できるということを言われました。 

 次に、「基調講演」で筑波大学教授・学長特別補佐の徳永保氏が「学校教育を通じた

グローバル人材の育成について」の講演をされました。既にグローバル化はどんどん進

んでおり、グローバル社会を生き抜いていく力をきちんと教育する必要があります。日

本でも外国でも就業が認められ、職業的、社会的に自立できるように子どもたちを教育

すべきということでした。 

 それから、「パネルディスカッション」では、「グローバル人材の育成について」とい

うテーマでしたけれども、ここでもコミュニケーション力が必要ということを言われま

した。日ごろのコミュニケーションが成立していないと外国語によるコミュニケーショ

ンはできない。やはり英語活動で人とかかわる力を身につけさせていくべきであるとい

うことでした。 

 そして、もう１つ、小学校での英語活動はとても楽しい。しかし、中学生になると、

興味、関心が薄れて、約半数の生徒が英語がわからない、英語が好きでないという結果

が出ています。中学校では教え込みが中心となって、コミュニケーションする場ではな

くなっている。中学ではやはり高校入試がありますから、中学校でも高校入試を考えて

授業もしていくと思います。だから、高校入試のあり方にも関係してくるのではないか

ということです。 

 一方、５、６年生の英語活動が中学校で役立っているという意見もありまして、やは

り小学校から中学校への学びがうまくつながっていない。小・中学校が連携していると
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いいますが、連携連携と言っても情報交換だけでは無意味で、小学校の先生と中学校の

先生が一緒に指導計画をつくってみることや相互乗り入れなどして、そういう能力を高

めて、学ぶ楽しさというのを身につけさせることが大事であると言われました。 

 次は「分科会」ですけれども、「土曜日の活用など学校・家庭・地域が連携した子ど

もの育成について」という第２分科会に私は出席させていただきました。 

 ２つ事例発表がありました。奈良県の大和高田市と、大分県の豊後高田市です。高田

市と名がついたのは日本に４つあるそうで、他には安芸高田市と陸前高田市がありま

す。この高田市が非常にＰＴＡの人たちが協力して交流を深めているとのことでした。 

 まず、大和高田市は「土曜塾」と名前をつけて平成２０年度からやっているそうです。

これは学校支援地域本部の中から生まれているということで、公民館を中心としていろ

いろな学校の子どもたちが寄ってくる、自分の好きなのに取り組むという方法でやって

いるということで、活動の拠点は１つのようでした。だから、よほど中央公民館という

のが大きいのかなと私は思いました。 

 それから、豊後高田市は「学びの２１世紀塾」。これはとても有名になっておりまし

て、下村文部科学大臣も視察に見えられたそうで、平成１０年度から完全５日制が始ま

ってから保護者からとても不安の声があって、やっぱり地方に住んでいても教育に格差

があってはならないということで立ち上げられたみたいです。 

 ここはものすごく充実しておりまして、補習授業のようなこともしています。土曜講

座、水曜講座、夏季・冬季講座、それからステップアップ講座、放課後寺子屋講座など。

算数とかそろばんなどもされております。第１、第３、第５は寺子屋講座、第２、第４

は体験活動となっていますので、子どもたちが全部行くと全部土曜日は何かの活動して

いることになります。 

 これを受けて文科省がおっしゃったのは、土曜日等の教育活動を推進していますと。

形態としては、土曜授業、これは教育課程にある授業を全員参加でやる。これは今、小

学校で１７％、中学で１８．３％がやっているということです。土曜の課外授業は、教

育課程外の学校教育、これは希望者で小学校で３．９％、中学で６．５％。それから土

曜学習は希望者。今の土曜塾などの、大和高田市か豊後高田市がやっているようなもの

です。多様な教育活動は小学校２３．９％、中学校８．６％。そして、先ほど申しまし

たように、４割の学校がこのような土曜の教育活動を何らかの形でやっているというこ

とです。平均年１０日ぐらいでいいから、できるところからやってほしい、申請すれば

全て採択しますということでした。 

 ただし、昔のように土曜が週６日制に戻ることはないと、きっぱりおっしゃいました。 

 以上でございます。 

 何かご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで１０月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 

 


