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         第 143 回教育委員会定例会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

 日 時   平成 27 年９月 25 日（金）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後２時 59 分 

 場 所   東山支所第二会議室 

２ 出席委員の氏名 

委員長  鈴  木    功 

委 員    菅 原 良一郎 

委 員    小野寺 眞 澄 

委 員    千 葉 和 夫 

教育長    小 菅 正 晴 

３ 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名 

教育部長         熊 谷 雄 紀 

教育部次長兼教育総務課長  中 川 文 志 

教育部次長兼学校教育課長   小野寺   孝 

４ 議題及び議決事項 

 議案第 42 号  一関市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて（可決） 

 議案第 43 号  一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の制定について

（可決） 

５ 報告事項 

 行事報告及び 10 月の行事予定 

 ９月議会の状況について（一般質問） 

追加 市内教員の逮捕について 

６ その他 

 平成 27 年度全国学力・学習状況調査の結果について 
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７ 議事等の大要 

○委員長

第 143 回教育委員会定例会を始めます。教育委員は全員出席です。 

1）議題 

 議案第 42 号 一関市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定につい

て 

○委員長

議事に入ります。 

議事日程第１、議案第 42 号一関市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令

の制定について、説明を求めます。 

○教育部長

（議案説明） 

○委員長

質疑ございませんか。特にございませんね。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めまして、本案についてはこのとおり成立するということにいたし

ます。 

 議案第 43 号 一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の制定について

○委員長

続いて、議事日程第２、議案第 43 号一関市教育委員会公印規程の一部を改正する

訓令の制定について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（議案説明） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 

質疑なしと認め、議案第 43 号について、本案のとおり決することで異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

異議なしということで、本案のとおり決することにいたします。 

2）報告事項 

 行事報告及び 10 月の行事予定について 

○委員長

次、報告に入ります。 

行事報告及び 10 月の行事予定。それでは行事報告からお願いします。教育長。 
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○教育長

それでは前回、８月 24 日以降の行事報告について行いたいと思います。 

８月 26 日、市の指定の文化財の指定書の交付を行いました。これは、千厩の大光

寺の不動明王立像であります。これは、平安の後期の立像でありますが、これにつ

いての指定書を大光寺の住職さんにお渡しいたしました。ここでは、お盆とか彼岸

の時にオープンにしているそうですが、必要であれば、連絡がくれば、これもお見

せすることができるということでありました。 

この時、同じく、もう 1点、紺糸威胴丸具足という鎧を、博物館の方にもあった

んですが、これも同じように指定されております。教育委員会で了解していただき

まして指定しておりますが、これは、既に博物館の方にあるものですが、これも同

時に、この日に指定書交付という形をとらせていただきました。現在博物館のほう

で 12 月 17 日まで展示しておるところであります。 

次に、８月 29 日、骨寺村荘園交流館の 10 万人達成のセレモニーということで行

ってまいりましたが、阿部さんという方が、31 歳の方が、ちょうど 10 万人目とい

うことで、クス玉で祝いをさせていただきました。2011 年にオープンして、展示棟

は 13 年にオープンしておりますが、年々交流館への入館者数は増加している状況で

ありました。文化財の骨寺村荘園遺跡、それから文化的景観の関係もありますので

私の方で行かせていただきました。 

９月１日、ことばの力を育てる研修会、南小学校でありました。現在、南小学校、

それから室根西小学校、金沢小学校の三つがことばの力を育てる研究指定校であり

まして、そのうちの、南小学校での研修会でありました。南小学校の実践発表、そ

れからポプラ社の広報室長の飯田さんという方に来ていただいて、ワークショップ

ということで、国語辞典の使い方も同時に、そういう研修も行ったところでありま

す。市内の読書普及員、それから市の図書館の指導員等が参加して研修を行いまし

た。 

同日、全国小学校陸上競技交流大会の入賞報告がありまして、一人は、花泉小学

校の６年生の笹倉世凪さんという男の子ですが、全国のこの大会で、ソフトボール

で、全国３位になったということでありましたが、77 メートル 82 を投げた子供で、

全国で３位に入賞いたしました。 

それから菅原さくらさん、東山小学校の６年生、これは 400 メートルリレーで、

全国で５位になった子供で、盛岡のクラブチームとしての出場であったわけなんで

すが、そのアンカーを務めた子供であります。この二人が報告にまいりました。 

なお、小学校のソフトボール投げは、今回の大会をもって終了ということになり

そうであります。 

次、第 24 週、９月７日、一関地方中学校英語暗唱大会の開会式がありました。こ

れは例年やっているものでありますが、１、２年生の暗唱の部、３年生の暗唱の部、

それから自作の部と三つの部に分かれて、中学生が英語の力を競った暗唱大会であ

りました。いろんな部分で子供たちの英語力というのは高まってるなというふうに

感じたところです。 

同じ日、稲畑先生来訪となっていますが、これは、芦東山の関係の研究委託を早

稲田大学の稲畑先生にお願いしておる関係で、稲畑先生がこの日に大東支所の方に

来まして、今後の進め方について打ち合わせを行ったところであります。そのとき

に、私の方に来訪していただきました。現在、稲畑先生は、来年、芦東山記念館が、

来年ですね 10 周年記念を迎えると、それから芦東山も没後 240 年を来年迎えるとい

うことで、来年シンポジウムを企画する方向で、現在、相談を行っているところで
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あります。 

同じ日、千厩地域の小学校統合推進委員会がありました。これは、８月の 18 日に

プロポーザルの結果、校舎の設計について１者に絞込みましたので、今後契約する

予定でありますので、これを受けての各推進委員会部会での進捗状況を報告された

ところであります。この中で、特にですね、校名校章校歌の部会のほうで、校名に

ついて千厩の地域民に募集するという形をとりたいというふうな部会からの提案が

ありまして、それを全体会のこの委員会の中で話合いをしまして、そういう方向で

了解したところであります。ですから、名前についても公募の上、また検討し決定

するという、そういう慎重な方法をとったところであります。 

次、第 25 週。16 日、一関地方児童生徒の独唱大会がありまして、これは小学校

の 46 名、中学校 34 名参加しまして、音楽部会の主催でありますが、子供たちの歌

を競ったところであります。 

18 日、涌津小学校の学校公開がありました。これは、確かな学びを開く子供の育

成ということでテーマにしながら、国語の教科を中心に言語活動とか読みの力をど

う育てるかという２年間の研究のまとめでありました。委員長と私は議会の関係で

欠席させていただきましたが、いろいろな部分で、評価の高い公開だったというふ

うに聞いております。 

26 週、24 日、昨日ですが、和歌山国体水泳競技の入賞報告がありまして、磐井中

学校３年の千葉すみれさんが、少年女子Ｂ、これは、中学校３年生と高校１年生の

子が対象ですが、その少年女子Ｂで、50 メートル自由形で全国で７位になったとい

う子供の報告がありました。なおこの大会で、準決勝で、県の中学校記録を出した

そうであります。 

同じ日、昨日の夜ですが、花泉地域の小学校の規模適正化に関する基本方針の説

明会がありました。以前に、この教育委員会議で花泉地域の小学校統合についての

方向性について確認させていただきましたが、それに基づいて、今年度、花泉の各

地区に入って方針を説明する機会であります。それの第１回目が昨日永井地区であ

りまして、説明をさせていただきました。30 名～40 名集まっていただきまして、大

きな異論はありませんでした。質問が中心の中身でありまして、基本的な方向につ

いては了解を得たところであります。 

以上です。 

○委員長

質問ございませんか。 

○菅原委員 

千厩地域の統合推進委員会の報告の中で、校名について、いろいろ噂で聞こえて

来ているんですけれども、千厩小学校と名前を仮にするということを、清田小学校

の何か統合させる時の条件に、千厩小学校という名前を使わないということを条件

に統合に賛成したというような話を聞いたんですけども、そういう事実があるんで

しょうか。 

○教育長 

そういった部分は実際には全く無いというふうに認識しています。この統合推進

委員会でも、その名前をあえてとる必要があるのかという議論もやっぱり、意見も

様々あったんですね。ただ、やっぱり部会の方で、そういう方向で、広く皆さん方

に参加していただくっていう、そういった部分はやっぱりぜひとりたいという部会

の意向でありましたので、その全体会でも、基本的には了解したところであります。

事前に、例えば千厩という言葉を使うかどうかという部分も様々部会の中で議論に
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なったようですが、やはり広く聞きながら決めて行きたいとそういう意向のもとで

した。よって清田との部分はですね、その推進委員会の中でも話題には全くなって

いません。私も実は今の話は初耳であります。 

○委員長 

若干、話の千厩地区の中で、若干、話の一つにはなっているということかな。 

○菅原委員 

私も統合推進委員になっている方からそういうことがあったので、清田の地区が

統合に賛成するという時に、千厩小学校という名前を使わないということを条件に

賛成するというようなことがあったので、いろいろ上手くいかないので、それで公

募になりましたという話は、そのように聞いたんですけれども、そういった事実が

あったのかどうかという確認は分らなかったんです。 

○教育長 

その統合推進委員会の中でそういった部分が、話し合われたとかと言うことの報

告はなかったんです。そういった部分、出たということも報告なかったし、それか

ら清田の、千厩の地区を回って説明する時には私も全部出ましたけれども、その中

でそういう条件の話は一切、話としては出てないんです。ですから、それも条件に

して了解したという話には、記録見てもなってないはずですので、いろんな部分か

らそういう話が出てきているのかもしれませんが、根拠としては全く無いものなん

です。はい、認識しております。 

○教育部長 

その前に建設場所をどこにするかというふうなことで、そこの前の段階でですね。

そこの話でも、清田地区からはそういった報告そのものはありませんでした。こう

いうふうな条件で統合するんだったらいいよというような話は出てないというふう

に認識しています。 

○菅原委員 

であれば結構でございます。 

○委員長 

たぶん、懇談の場ではもしかしたらですよ、話の種になった可能性は無いとは言

えない気もするのですが、それが共通の認識というふうな、形なり何なり、手順的

には、きちっとした形のものにはなっていないと、こういう認識でいいですね、 

○教育長 

当然、この千厩小学校の統合については、こちら教育委員会として提案書を地区

の検討委員会からいただいてそれに基づいて、教育委員会として進めてきたわけな

んですが、提案書をいただくときも、そういう付帯の部分は一切ありませんので、

項目の中にも文書の中にも載ってませんので、それは否定していいんじゃないかな

というふうに思います。ただ、そういう部分がもしですね、大きな部分として懸念

されてるとかということがあれば、支所長を通じてその状況を把握して、そういっ

た部分がもし噂としてちょっと大きく話になっているのであれば、どこかの部分で

きちっと否定していく必要はあるのかなというふうには思います。 

○委員長 

今のような課題は統合する時に話題として出ないわけではないのでね。大東でも

体験済みで興田小学校の統合の時は、興田という名前じゃなきゃいいと、こういう

話が現実に出た。部会の中でも、そして、私もその部会の話を聞いてるから、実際

にそういう会話がなされたということは、経過的にはあるんですよ。興田地区の場

合には。興田小学校というのが現にあるから、周りが吸収統合されたような気分で
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よろしくないなという意見として実際はあったことなので、これは、否定はできな

い感じがするね。ただし、そのことをもって、例えば千厩という学校名の、例えば

ですよ、これを排除するとかですね、そういった流れに議論がいくとすれば、これ

は、しっかりさせないと、筋違いの議論の中で物事が決まっていくということだけ

は、これよろしくない決め方になってしまうので、その辺は、支所の方とも、それ

から菅原委員さん、いろんな方から耳に入ることがあるでしょうから、そういった

ものは、すきっとさせておく必要もある気がするんです。部会の中で会話になって、

それが部会の中で留まっていればいいんだが、これは出るから、必要以上に、統合

する上での阻害要因になっては、たぶんまずいだろうなというふうに思うので、そ

れでは、事務局の方で状況把握なり何なりをしてもらえれば良いのかな。 

○菅原委員 

部会で、校名を公募した中で決めるということなんですか。部会で決めたものが

決定になるわけですか。それとも教育委員会に上がってきて、どうですかというふ

うになるもんなんでしょうか。 

○教育長 

その中でも今後の部分については話題になって、まず名前については公募すると、

公募した形にして、それで１回部会の方で揉むと、部会で揉んだあとに統合推進委

員会が、非常に重要な部分ですから、全体の会で、それについて、全体の会に出し

て、そこで統合推進委員会としての考えをまとめると。それを教育委員会に報告す

ると、教育委員会で最終的には決定させていただきますということは話しました。

ただ、教育委員会で当然決定するんですが、統合推進委員会で話し合われた中身は、

やっぱり尊重はしなくちゃいけませんので、そこが、全くそういう部分が、手続き

上、まずかったりした場合には、こちらとしての、教育委員会としての、統合推進

委員会との話し合いっていうのはその後も必要になりますが、教育委員会の意図と

総意と違った場合には、その相談は当然しなければなりませんが、それはそのまま

素通りということではないというふうに捉えていますというふうに統合推進委員会

でも、私の方から話をさせていただきました。 

○委員長 

ただ、これは、最終的には条例の問題になるから、最終的には、だから手続き上

から行けば、設置条例の制定にかかる部分で、名前とか何かはね、仮にですよ、問

題になれば、問題になるチャンスとしては、場面としては議会もあり得る。否定で

きない。議会で最終的に設置条例の決定権があるので、それに提案する段階で市長

に申入れをする。その段階が教育委員会のいわゆる手続きだから、したがって最終

的には議会になると思います。そういう意味では、よく、ばばばっと決めたりなん

かして後処理だとか、戻ったりというふうなことのないように、やはり慎重に、そ

して納得の出来る形で、その地元の検討委員会ですね、整理なれば一番問題はない。

そして、地元の意見をきちんと尊重して教育委員会が決める。そして議会に提出す

ると。こういう手順で行けばいいわけですので、その辺は、地元との関係ですね、

よく事務局の方も把握してもらって、もし、若干検討しないとならないなという場

合には、早い段階で教育委員会の方も内部協議会のレベルでですね、検討するあた

りをお願いします。 

○教育長 

委員長がおっしゃるとおりでありまして、そのこともこの間の推進委員会の中で、

最終的には条例で決定すると、学校名と住所は、つまり場所ですね、条例で決定だ

ということは話をさせていただきましたので、この統合推進委員会の位置で、ここ
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で決まったら全てそれで決まりだということではないということも、同時に話をさ

せていただきましたし、当然統合推進委員会にこちらでお任せしている以上は、そ

の意向は尊重するというスタンスで、二つのスタンスは明言させていただきました。

って言うのは、やっぱり、それで非常に問題があっては、頓挫することになってし

まいますので、まずいですので、そこの部分について十分注意して、連携をとりな

がらやって行きたいというふうに思ってました。 

○菅原委員 

繰り返しになりますが、公募になった経緯に、先ほど私が申し上げたような背景

があって公募になったのであれば余りよろしくないなということなんですよ。公募

になったことはもう決定で、各家庭に回って来ましたので、名前を提出するように

なってますので、それで決まったものは、よろしいんではないかと思うんですけれ

ども、その背景に、もしそういった、先ほど言った密約じゃないですけど、そうい

ったことがあって、そのように動いたんであれば、こらはちょっと問題だったなと

いうふうに思ったもんですから。 

○委員長 

公募になる動機といったら言いか。 

○菅原委員 

はい、そういうことでなければ全く公募で構わないと思います。 

○教育長 

再度確認しますが、教育委員会として、そういったことは全くありませんので、

統合推進委員会の部会での話合いを受けて、全体会で公募の方法について了解して

やったところです。その背景について、そういうことがあるということは、一言も

その場面では出ませんし、私どもも認識していませんし、文書でもこれまでの経緯

でも全くありませんので、それは否定していいのかなというふうに捉えています。 

○委員長 

参考までに、ほとんどは今までの統合で新設学校、吸収は別ですよ、対等ので、

ほとんどが公募しているというのが状態で。公募していないところはあったか。 

○教育部長 

東山は、東山小学校。公募しなかったと思います。 

○委員長 

東山は、しなかった。 

○教育部長 

他のところはだいたい公募しているというふうに認識しています。特に磐井中学

校では、山目、中里という名前は使わないということを部会で提案して、統合推進

委員会の全体会の中で確認して進んだということですので、そこはそういうふうな

ルールを皆さん納得してやった部分はある。今回の千厩小学校については、人気投

票ではなくてということで、数だけではないけれども、特に、この今までの校名を

使ってはダメだとか、そういうふうな位置づけはされておりません。 

○委員長 

山目と中里だけは前提としたわけですね。 

○委員長 

川崎はどうなんですかね。 

○教育部長 

川崎も公募でなかったような気がします。 

○委員長 
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そうするとやぱっり新設統合で公募にしたのとしないのと二色あるということ。

それから、公募するときの前提を、つまり現在の校名を使わないということを前提

にした公募のしかたをしたのと、そういう前提なしで公募したのと二通りあると。

これはそういう意味では、千厩のやつは前提がなしだということだな。それで、途

中でトラブルにならなければいいのだが。 

○教育部長 

東山も川崎も地域に１校になるということで、統合の話の際に、皆さんで納得し

て、これだったら大丈夫だということで決定したと、それで公募しなかったという

ことのようだったというふうな記憶ではありますけれども。 

○委員長 

じゃ、そこのところは、お互いに認識を共通にして、教育委員会として受け止め

ておきたいのは、千厩の場合には校名を公募するというのは、千厩という小学校の、

一つの学校のですね、名称を使わないという前提の公募ではないということですね。

つまり、名前で排除するものというのを一切決めていない。そういう中での公募で

あると、こういうふうに、教育委員会としても受け止めて置けばいいですね。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 

その他ございませんか。 

○菅原委員 

すいません、もう一つ。プロポーザルで基本構想が決定したということで。どう

いうふうな基本構想のものが建つのか我々に教えていただくことが可能なのであれ

ば、提案書か何か、こういうものが千厩の小学校になりますよというのが、もし問

題がなければ、教育委員の方にも見せていただけないものかなと。 

○委員長 

プロポーザルの内容。会社名は公表してもいいのかな。 

○教育部長 

会社につきましては、教育施設研究所というところで、最近でありますと、山目

小学校の設計、大東小学校、大原小学校。興田は違う。花泉中学校ですね、ここで

一番早く入ったのは。というところを手掛けた業者であります。それで、審査をす

るためにデザインといいますか、どういう考えをもった業者かというふうなことで

の企画提案をいただいた部分でありますので、それがそのまま校舎として、基本設

計として使うというものではありません。これから、皆さんの意見を伺いしながら

基本設計を固めていくというふうな形になります。ただ、その内容については、業

者の提案ですので、業者さんの方と連携して、また、統合推進委員会の方にも業者

さんの方で、こういう考え方で提案しましたという部分を報告する機会が必要なん

だろうなと思ってますので、その前に、それに合わせる形で教育委員さん方にも提

供できる部分は提供して参りたいというふうに考えております。 

○委員長 

これはこの間の会議でも報告になっているんでしょ。 

○教育部長 

ちょうど昨日ですね、見積合わせといいますか、見積書を出して、金額内に入っ

ていたということで、契約したというふうに報告いただきましたので、昨日時点の

契約ということだったので、まだ、千厩の方々に報告はなっていない。 
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○委員長 

後は、いろいろ地元との、今度はすり合わせの問題になりますね。 

じゃ、報告について質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

それでは 10 月の行事予定に入ります。行事予定をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長

（資料№１により説明） 

○委員長

それでは 10 月の定例会は、10 月 29 日午前９時半ということで確認をします。 

 ９月議会の状況について（一般質問） 

○委員長

続いて、９月議会の状況について、一般質問について説明をお願いします。 

○教育部長

（資料№２により説明） 

○委員長 

それでは一般質問についての報告について、質疑ございませんか。 

○千葉委員 

素朴な質問ですけども、書籍消毒機というのは、３ページにありますけれども、

これは希望する方がご自信で消毒する、で普通の一般の書籍の衛生管理については、

すべての図書館で返却された際に、表裏の表紙を除菌洗浄液で拭き取り処理を行う。

これは、どちらが除菌効果が大きいのか。労力はいったいどちらが大きいのかと、

これはどうなってるんでしょうか。 

○教育部長 

東山に置いてある消毒機につきましては、現在機械に本を入れて 30 秒だったかす

ると消毒されるということであります。 

○千葉委員 

それは何のためにやるんですか。借りた人が、返す時にやるんですか。 

○教育部長 

借りる時にです。 

○千葉委員 

汚いといけないから、消毒してから借りようという、それが目的ですね。 

それとは別に、全ての本に関しては、返却された際に職員が別の方法でやってい

ると。 

○教育部長 

東山についても返されたらば、全部拭いていると。 

○千葉委員 

例えば、返されたものを紫外線で消毒すると、やっぱり、ちょっと効果は落ちる

んですか。 

○教育部長 
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そこの効果の分は確認したことはないんです。ただ、省力化ということであれば、

そこの部分は結構手作業になりますので、大きい部分はあると思います。小岩議員

さんは借りる時にいろんな人の手に触って、その本を借りるのが、気持ち的に、汚

いみたいなイメージの人がいるので、その人たちのために借りる際にそういう機械

を設けてですね。消毒できるようにしてやったらいいんじゃないかというふうなお

話でした。 

○委員長 

機械はどれくらいかかるのか。 

○教育部長 

120 万円くらいです。 

○委員長 

でも、今の時代だから現実的なのかね。 

○教育部長 

これは送風機みたいなものがあって、通常は外側だけやるんだそうですが、ペー

ジの中までですね、紫外線消毒されるというふうな機械なそうです。東山に置いて

いても年間 10 件使ってるか使っていないかというところ。 

○委員長 

それは借りる人の意思なの。 

○教育部長 

そうですね、はい。 

○委員長 

借りる人が利用しようとすればすると。あとは借りる人があまり気にかけない人

は使わないと。 

○小野寺委員 

潔癖症の人は手袋してまで。 

○教育部長 

田村藩は、つばをつけてはダメだと。 

○委員長 

よろしいでしょうか。そのほか。なしでいいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 

なしとします。 

 追加 市内教員の逮捕について 

○教育長 

（説明） 

3）その他 

 その他平成 27 年度全国学力学習状況調査の結果について 

○委員長

その他平成 27 年度全国学力学習状況調査の結果について説明をお願いします。 

○教育部次長兼学校教育課長
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（資料により説明） 

○委員長

学習状況の現状についての、報告がありました。２、３質問等ございましたら、

出していただきたいと思います。この数学の問題は、一関は。 

○教育部次長兼学校教育課長

私は、まず、数学の先生方の意識をですね、本当に変えないとだめだと思ってで

すね、２回研修を大学の先生を呼びながらやりました。全国のテストを、毎年行わ

れているわけなんですが、先生方がまず解いていない。それを活用していない。せ

っかく、すばらしい選ばれた問題を、何でそれを生徒たちにさせて、分らないとこ

ろを補充したりしないのと、大学の先生から、または県の学力向上担当の指導主事

をやって、岩手大学の准教授をやった方も来てですね、ぎっちりご指導していただ

きました。で、少しずつ上がってくるのではないかなというふうにですね。思って

いるところでございます。 

○委員長

若干しつこくやるというあたりがちょっと今一どうかな。 

○教育長

確かに数学については、二つ特徴がありまして、小学校から中学校に行くと全国

との差が非常に開くというのは一関も勿論そうですし、岩手県全部の傾向でありま

す。 

それからもう一つは教科で、数学に非常にマイナスが出てくるというのも非常に

特徴的で、数学という教科の特徴で、やればやったで成果が上がるし、やらなけれ

ばやらないで非常に低く出るというのは数学の教科の特徴でありまして、逆に国語

等についてはあまりやらなくてもそれほど下がらない。逆にやってもなかなか効果

が見えてこないというのが国語の特徴ですので、そういう部分では、やはり算数・

数学に対する姿勢というのは、授業をどうつくるかというのも反映し易いし、自分

の家庭学習を含めての学習も、算数・数学は非常に反映され易いのでそういう点で、

市の教育委員会としては、算数・数学については、是非そういうバロメーターとし

て捉えてやってくれということを学校方には強調して話しているところであります。 

○委員長

学調が影響されないとですね、それをそんなに重要視しないという言い方もおか

しいけれども、そういうものだとか根底にあると間違いなく治療はされないから、

これは結局、診断はしているけど、いわゆる治療がないというか、経過観察やって

いるみたいなもんだな。人の身体で言うと。そうすると改善されないという部分は

間違いなくあると思うので、これはどうしても課題にしないとだめなような感じが

するな。 

ただスピードの問題がねスピードの問題というか、無答率が高いというのは、結

局はスピードも学力の重要な要素なのだと、結局、理解できて解けて、いわゆる出

来ればそれでいいのだと、そういうふうな何分掛かろうがというあたりの、これも

認識変えていかないとだめなようなんです。やはり時間にやりきるということ、こ

れがやっぱり、学力といったときの一つの要素と考えないとだめなのだと。そんな

ノーベル平和賞のゆっくりした人も中にはなんて、特異な例をここに持ち込んで議

論するとおかしくなる。最終的には大人に、平凡な人間なもんだからね、もしかし

たら数学のね、そういう意識というか、時間でとにかく勝負するんだというような

小学校の九九なんかの練習、習得する時のような、中学校ではないんです。小学校
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２年生の九九なんかを習得する時はしつこくやるわけですよ。九九はなんとしても

全員、峠を越えないと、次の段階でにっちもさっちも行かないというのを分ってる

から、だから容赦なく頑張るのだけれども、そこの部分が、どこが、絶対譲んない

で頑張らねばならないかのあたりが、何となくすきっとさせて行かないとダメなの

かなと、ずっと思っていたんだが。いずれあんまりということです。 

○教育長

委員長、それからもう一つですね、そう言いことはありながらも非常に先生方の

数学に対する意識の変化は、中学校の数学で点数には表れてませんが、意識のアン

ケート調査では表れて来ています。だいぶ意識は高まってるなというのは感じます

し、小学校の算数については、今まで、ここ数年、県の平均を超えたことがなかっ

たのですが、今回Ａ、Ｂとも県の平均を、ここでちょっと書いてませんけども、県

の平均を超えましたので、そういう部分では非常に市内の先生方も意識的には変わ

ってきているなと。こういった部分のテストも有効活用しようという意識はだいぶ

出てきているなというふうに思います。ただ数字的な部分が出るにはもう少しかか

るなと思います。 

そらからもう一つは、このペーパーですね、ぜひやっぱりオープンにしながら、

意識してもらうために、ホームページの方にこれは掲載したいというふうに考えて

おります。昨年度、この時期の教育委員会議の中で、全国学調の扱い方についてど

うするかということを議論させていただいてですね。保護者にきちっと伝えると、

伝え方は様々なやり方でいいんですが、各学校毎に伝えるということを確認させて

いただきましたので、その方針に基づいて、今回も来週の校長会議でそういう指示

は行う予定でおります。ですから、保護者の方にも全国学調の結果については、学

校なりの方法で必ず伝えるということにしたいなというふうに思っております。去

年、菅原委員さんの方から保護者に実際に伝えると言ったけど、伝わっていないと

ころがあるんではないかというお話でしたのでその部分も話しましたが、今回もき

ちっとそういうふうに伝えるということを徹底していきたいなと思います。実際、

この全国学調の結果を、そういうふうに外に対してオープンにして伝えているとこ

ろは、一般的に改善傾向に非常に高く出ることがありますので、そこはやはり是非

実行していきたいなと思います。 

○委員長

あと、ございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長

それでは、教育委員会定例会の分は予定したのは以上ですね。 

それでは、第 143 回教育委員会定例会を終了いたします。ご苦労様でした。 




