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         第 158 回教育委員会定例会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

⑴ 日 時   平成 28 年 11 月 22 日（火）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後４時 00 分 

⑵ 場 所   議会棟第２委員会室 

２ 出席委員の氏名 

委員長  鈴  木    功 

委 員    千 葉 和 夫 

委 員    小野寺 眞 澄 

委 員    佐 藤 一 伯 

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         中 川 文 志 

一関図書館長        小野寺   篤 

教育部次長兼学校教育課長   小野寺   孝 

教育総務課長  佐 藤 鉄 也 

文化財課長兼骨寺荘園室長 佐 藤 武 生 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

保健福祉部長        鈴 木   淳 

４ 傍聴人    ２名（報道関係１名、一般１名） 

５ 議題及び議決事項 

⑴ 認 第６号 専決処理について（承認）非公開  

⑵ 協議第 15 号 ことばの時間の検証について（了承）   

６ 報告事項 

⑴ 一関市指定無形文化財の解除について      

⑵ 行事報告及び12月の行事予定    

７ その他 

⑴ 図書館の蔵書貸出状況について  

⑵ 岩手県学習定着度状況調査について 
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８ 議事等の大要 

○委員長。 

第 158 回教育委員会定例会を開きます。 

本日の出席委員は全員であります。 

また、傍聴人が二名ということで、録音、写真撮影を許可しております。 

本日は、議事の進行上、議事日程第２から進めることとし、議事日程第１を最後

に審議することについて異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

1）議題 

 ⑵ 協議第 15 号 ことばの時間の検証について（了承） 

○委員長 

議事日程第２ 協議第 15 号 ことばの時間の検証についてを議題といたします。

説明をお願いします。 

○学校教育課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

これは協議ですから、説明内容についての質問や意見を取り混ぜて進めていきた

いと思います。 

初めに説明についての質問等ございませんか。 

○千葉委員 

このことばの時間というものをやってみて、成果と課題がいろいろ出てきている

わけですけども、まず始めるにあたって、これをやることによってこういう効果が

期待できるとか、こういう課題も出てくるだろうというのが、前もってあって、効

果の部分が大きいということで始めたのだと思うんです。 

そうした場合に、もう１回再確認ですけれども、ことばの時間を実施することに

よる効果と懸念みたいなもの、１番最初に戻って、それを再確認したいのであげて

もらえますか。 

○学校教育課長 

効果としてのねらいは、ことばの感性とか語彙の豊かさ、心の豊かさ、姿勢、集

中力でございました。これについては、やはり効果があるなというのはおさえてお

ります。 

○千葉委員 

課題として予測できたものは。 

○学校教育課長 

１番課題として考えられたのは、指導する先生方の反発は考えました。虹の精保

育園の視察のときにもそういうお話を伺いましたし、導入するといろんな仕事が増

えてくるという中で、抵抗があるだろうなっていうのは、あらかじめ予想されまし

た。 

○千葉委員 
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そうすると、この３枚目の幼児期のことばの時間というところのことばの響きに

関して、ここに五つありますよね、ことばの感性、語いの豊かさ、心の豊かさ、姿

勢、集中力。これがいわゆるサントレをやることによって、かなり効果が期待でき

るということで始めたわけですね。その結果、いい成果としていろいろ出てきてい

るし、さらに課題としてもいろいろ出てきているわけだけれども、今日提案された

内容というのは、次年度の方向性というところで、課題として出てきたものを克服

しようとしたものがこの三つということですね。 

○学校教育課長 

はい。 

○千葉委員 

時間が長過ぎて遊ぶ時間がとれないというのに対して、30 分なり 20 分をやめて

10 分にする。効果の部分を生かして課題の部分を解消するということ。それから、

内容を絞り込み簡素化するっていうのもそうでしょうし、私もちょっとひっかかっ

ていた部分はあったんですが、それは、サントレという民間の教材みたいなものを

使うというのは、誤解を受けやすいのではないかなと。ここにある五つのねらいを

達成するのに、そういう教材を使うと、いかにも幼児期から詰め込み教育を始めた

のではないか、みたいな誤解を受けるのでどうかなっていうのはあったんだけれど

も、ただ、それを市教委で作れといわれたら、多分、事務局、無理だろうなという

のがあって、まずやってみて、良いところを維持しながら悪いところを改善してい

けば良いのではないかなという気持ちを持っていたわけですけれども、これを見る

と、市教委がことばの時間のプログラムをつくるというような内容だと思いました

けれども、そうなのですか。 

○学校教育課長 

ことばの時間のプログラムの時間を７分程度でも良いと。効果があって子どもた

ちが乗り易いっていうか、集中し易いというのは、瞑想とか音読に特に顕著に表れ

ていて、ことばの響きを特に重視するのであれば、これでも十分いけるのではない

かというふうに判断いたしました。 

現在、小学校用のことばのテキスト「言海」を作成しておりますが、それは小学

校で 10 分を想定しているので、それよりも長いというのも、確かに批判はあるのか

なと、小学校へのつなぎを考えると、10 分程度のほうがよろしいのでないかなとい

うふうな判断もあります。 

○教育長 

今のことに関連するのですが、ねらいの部分で、心の豊かさの部分は、実際には、

これは将来的に表れる部分で、この１年間やったからといって、この心の豊かさと

いうのは、表面的に表れてこないだろうなというふうに思いました。これは、長期

的な視点なのだろうなということです。 

それから、これを導入するときに、いわゆる幼稚園とか保育園は、どちらかとい

うと自由な遊びを主体にするという活動をやっているわけで、これはそのとおりだ

と思うし、大切なことだと思うんですが、そこに 20 分から 30 分という、これをし

なくちゃいけないという枠が入ってきたっていう部分が新たな動きでしたので、こ
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れに対する馴染みっていうのが、やっぱりなかなかつけるのに困難な園もあったの

かなという感じがしました。 

それで、結局、新しい流れとして、10 分程度のことばの時間の流れを考えるわけ

なのですが、これは、実際にはサントレの良いところ、あるいはサントレでなくて

も、いろんな園での実践の中から良いところっていうことで選び出してやる内容な

ので、全くゼロから市の教育委員会がプログラムを作るってことではない形だなと

いうふうに思っていますし、それから実際には、例えば、音読にすることわざとか

俳句とか短歌も、これも外部発注して、ある程度園に負担がかからない形でやって

いかないと、やっぱり馴染んでいかないのではないかと、その辺の技術的な部分に

ついては、注意が必要なのではないかなというふうに思っています。 

○小野寺委員 

私も拝見したのですが、このサントレは、やはり専門家が研究に研究を重ねた上

で、こういうプログラムができたと思うので、それを短縮して、果たしてどれだけ

の効果があるかっていうのも、私は疑問に思うんですね。実際に見ていて、ここに

お母様方の意見とか保護者の意見にも書いてありますけれど、子どもさんたちが、

20 分、30 分のサントレの教材をやって、本当に苦痛なのかどうか。外での遊びをも

っと自由に、多く時間とってほしいというご意見もあるようですが、逆に子どもた

ちは、これが楽しくてやっているかもしれないじゃないですか、その辺の、親だけ

の意見よりも、子どもさんたちが本当に楽しくやっているのか、嫌でやっているの

か、無理やりやらされているのかっていう、そういう気持ちを汲むことはどこかで

できないものかなっていうのも一つ考えたんです。 

それから、この教材の中で、本当に子どもさんの年齢の時期に合わせて必要なこ

とが、うちでお母様方やご家族の方たちが、子どもさんたちにそれを教育できるの

かっていうのがすごく疑問です。一つには、言葉の使い方です。今の若い親御さん

たちは、外でお見かけしても、子どもさんに対する言葉遣いがすごく悪い事に、私

はすごく心を傷めているんですね。そういう意味でも、このサントレの教材をやる

ことによって、少しでも、子どもさんたちが、豊かな気持ちで、自然にそれを受け

入れて育っていかれるのではないかっていうことを、すごく私は感じ取ったもので

すから、この短縮するということが良いのか悪いのかっていうのは、ちょっと疑問

に思うところがあります。 

○学校教育課長 

子どもたちの意見を聞くことはできないのですけれども、４月、５月の最初の導

入時は、やはり若干の抵抗はあったようです。でも、だんだん慣れてくると、楽し

みになってくる子どもも増えてきました。やることに対する抵抗は徐々に少なくな

ってきたというふうな形でございます。園に行きたくないと言った子どももいたら

しいのですが、もう乗り越えて毎日行くようになったということでございます。 

あとは、家庭の中の問題でございますが、そのとおりでございますし、私もその

ように思います。保護者の意見の中に、ここに上がっていない意見ですが、家で本

を買ってあげられないのを幼稚園等で買って与えて読んでくださる。渡してくださ

るというのはありがたいという意見もありました。これも、その家庭の中への教育
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には大きく貢献をするのかなというふうに思いました。 

でも、短縮してもできるような形で、瞑想とか、音読等を入れながらやっていき

たいなというふうなことでございます。 

○教育長 

子どもの気持ちの部分は本当に難しくて、遊びとこっち、どっちがいいと聞くわ

けにもいかなかったので、それは聞いてないのですけども。やっぱり、保育士たち

が実際に見たその印象とか、あと、私たちも行って実際に子どもたちを見たわけで、

その表情とか、そういうところから類推するしかないような気がしているのですが、

まず保育士達で多かったのは、例えば、なぞり読みについては、やっぱり長さが、

どうしてもそれについていけない子どもが、退屈に感じている子どももいるってい

う報告は、１件ならずやっぱりあるんです。そういうことを考えると、果たして全

員が楽しくやっているかというと、そういう部分だけでもやっぱりないだろうなと

いうふうな感じはしました。そういう部分で、割と子どもたちが元気に乗ってやっ

ている雰囲気があったのは、ことわざとかの音読とかで、実は歌もどちらかという

とそうなんですが、歌もやっちゃうと、また過密な部分になってしまうなっていう

部分があったので、歌は別の部分でも十分やれる部分があるので、そういう部分で

は、子どもが乘り易い部分を選んでやっていくっていう形に、今回はしたのかなと

いう感じがしております。子どもですから、ある程度の我慢、例えば瞑想の部分は

瞑想が楽しくて仕方ないということは多分ないと思うんです。まあ、先生にタッチ

されるというのはものすごくうれしいようで、肩に手を触れられて、一言、「立派

だね。」とか、「今日は元気だね。」とか、「家に帰ったらまたいろんなことを楽

しもうね。」とかという、そういう声をかけてもらうことがものすごく子どもはう

れしいようなのです。ですから、そういう部分での良さはあるのですが、瞑想自体

が楽しいという部分は、私の見る限りでは、それ自体に表情には表れない。だけど

も、ある程度自分で自分をコントロールすることによって得られるという部分は、

かなり大きい部分があるのではないかなとは見ておりました。 

○千葉委員 

２枚目に小学校への接続というところがあるのですけども、ほかの分野に関して

は、否定的な意見が結構あるのに対して、この小学校への接続というところではか

なりの効果が期待できるなという感じを受けています。小学校１年生が、幼稚園か

ら入ってきたときに、授業に座っていられないっていうのは、10 年前の比ではなく

なっている。小学校の先生方が悲鳴を上げているという話も聞いているわけですけ

れども、そういう意味では、これらのものが身についていく、これは大変有効なの

だろうなと。今まで成果と課題の中で、幼稚園関係の声しか聞いていないのだけれ

ども、小学校の先生方から見たら、すごくありがたいのかなと。まだ聞いてないか

らわかりませんけれども、そういうものも感じられるとなると、例えば、授業中座

っていられない子どもたちが、１年生の１年間をまるっきりほぼ授業にならないよ

うな話も聞くのですけれども、それが 30 分でも 20 分でも幼稚園で座っていられる

体制をつくって入って行ったら、かなり違うのだろうなと。スタート地点から違っ

てくるのだろうなという感じは持っているんですね。そういう意味では、10 分だと、
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逆に課題に応えすぎて、そっちの面はいいのかもしれないけれども、ある意味、こ

の小学校への接続の部分では、決して短縮するのが良いのかどうかっていったら、

そこもちょっと残念なような気もしますね。 

○学校教育課長 

３枚目に、瞑想、音読として、ことば遊びにつなげて書いてあるのですが、園独

自で、園ごとのことば遊びを展開すると、可能であれば何分かかかるわけで、時間

的な余裕がある場合には、それを継続していただきたいなというふうに思います。

小学校の先生方から意見を聞くのも大事だったろうなというふうに思います。小学

校の接続を踏まえるアプローチカリキュラムという形で、今、幼稚園や保育園でつ

くり始めているのですが、これはまさにその１歩にはなるだろうなというふうに思

っております。 

○千葉委員 

まさに、ことばの時間の実施により期待されるものの中で、姿勢とか集中力とい

うところもあるわけですよね。確実にこれをやっていることが、姿勢とか集中力に

つながっているし、席に座っていられるというのにもつながっている部分もあるの

で、教育委員会で定めた時間としては 10 分になるけれども、幼稚園で独自で考えた

やり方、自分たちの創意工夫でやった考え方でその部分を養ってもらえば、それは

それで小学校との接続もうまくいくということなのですね。 

○学校教育課長 

そこの部分については園独自の工夫に委ねると。で、上記の部分で切ってもいい

ということで考えております。 

○委員長 

10 分というこの時間は、小学校にも中学校にも、実際はあるんです。小学校で言

えば、10 分の読書、10 分間の計算をする時間、あるいは漢字練習をする時間だとか、

時には、計算力テストをやる時間になってみたり、10 分という時間は、学校生活の

中には、結構、中学生もあるし小学生もあるんですが、ものすごく短い時間の様に

見えるけれども、これが継続されていくと、結構な効果のある時間に確かにつなが

っていくなと、大事な時間だと、私も学校にいた時に思っていた。確かに 30 分くら

いになってくると、教科の学習の時間というようなイメージが強くなってくるのか

なと。そうすると、この取組で言えば、子どもの園にいる時間の他の生活とのバラ

ンスの問題がどうなるかと。子どもの側の思いと、それから園の先生方の思いがこ

れらをどう「継続は力なり」につないでいくかという事になると、やっぱり 20 分や

30 分の取組よりは、もしかしたら 10 分という限定したものにして、継続的な取組

を期待するということのほうが、もしかしたら効果があがるのかなというような気

もしたりするところなんですね。そういう意味では、10 分という時間の中で、いっ

たい何をするのだと、そのエキス部分をどうやるかというあたりが、次に大きな問

題になりそうなので、提案された内容からすると、どうしても成果になりそうな部

分を位置づけているので、その方向で考えるのが妥当かなという気もしたわけです。 

あとは、小学校との兼ね合い。これは、不思議とマイナス評価をする声はどこか

らも聞こえないですね。恐らく、小学校の先生方に、その取組を参観してもらって、
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そうして声を聞けば、たぶんほぼ間違いなく私はプラスの反応をするのではないか

なという気がするのですね。結局、就学前の子どもと小学校をつなぐ接続の部分が、

小学校低学年の先生方が非常に苦労をしているということは、これまた事実なんで

すね。どこで苦労しているかっていうと、やっぱり、集団で、学習に取り組む、し

かも 45 分と。幼稚園、保育園の生活と小学校に行ったときの生活の格差がものすご

く大きいんです。自主性とか個性とかっていう言葉では整理できない。例えば立ち

歩きのことだとかといったものは整理できない。これは学習をしていく上での、ど

うしても獲得しなきゃならない集団としての学習そのものだと。ここのところを確

立するのに、小学校の１年生の担任の先生方は、非常に苦労しているというのは、

多かれ少なかれどこの学校もそうだと思う。ここのあたりに自然にやれる力が身に

つけば、必ずや学習効果が上がるのだろうなという思いで、小学校の立場でいうと、

ここのところが、どのような場で、どんなふうに抵抗なく身につけるかというあた

りが大きいのかなと。それで小学校１年生の授業、私も小学校に現場にいたことが

ありますが、最後には、それは規律守るために、例えばしかるとか、怒りつけると

か、押さえつけるとかってやらざるを得ない場面、それがなんていうか、それに対

応しないで、授業をどんどん進めていくわけにいかない。その学習の遅れが、今度

は大きな理由になっちゃう。その辺でことばを通しながら、満足をしながら、しか

も何か強制される形でなく、自然に自分の席に座っている。物事に集中している。

その気になる。こんなところが実現できれば、この上ないのでないかなというよう

な気がするんです。 

○教育長 

確かに小学校の実際の場面で、多くの小学校の先生方に聞いたときには、だいた

い１学期間は、小学校１年生というのは適応がなかなかできない。ましてや、割と

席を立って歩くということもやっぱりあるんです。大体２学期になると治まってい

くのですが、それが結構、このところ全部ではないですが、一部引きずって、１年

かかるとかっていう部分は声としては聞いています。ただ、その原因になっている

子どもたちを見ると、実際には、大ざっぱに言えば２種類あって、一つは気質的と

いうか、もともと障害として持っている子どもっていうのは、それはもともと持っ

ている部分なので、こういうことばの時間とかでやっても、それがそのまま効果に

つながるわけではないということは一つあると思います。ただ、いわゆるしつけと

か、あるいはそういう習慣がなかったっていう子どもについては、非常に効果を発

揮するだろうというふうには思います。小学校は教えるっていうことが中心ですけ

ども、就学前、幼稚園とか保育園は、いわゆる活動するとかというのが中心になる

ので、私もまた改めて見たのですが、幼稚園教育要領の中には教えるという言葉は、

私が見る範囲ではないんです。つまり、子どもは自分からいろんな活動する中で気

づくとかっていうことを中心にやってきたので、そういう部分では、幼稚園でいわ

ゆるいすに座って一斉に何かやるっていう部分については、やっぱり小学校と同列

には見られないだろうなと。だから入れる範囲もある程度の小ささにしないと、な

かなか理解が得られない部分はあるのではないかなというふうには思います。 

○佐藤委員 
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基本的に、この来年度以降の時間の短縮とそれから内容の簡素化と、あとは、市

の独自のこういった方向性で私はいいと思っています。こういったことばを大事に

する教育を一関市として取り組もうと思った背景というのは、幾つかあると思うの

ですけども、一つは、例えば、ここに明治大学の先生の斉藤孝さんのコメントが出

ていますけども、この方は声に出して読む日本語だとか、あるいは身体感覚を取り

戻すとか、そういった方向性の、例えばＮＨＫの教育テレビでも「にほんごであそ

ぼう」とかっていう番組が 10 数年前に出て、あそこで、寿限無、寿限無とか、ある

いは宮沢賢治の言葉とか、そういったものを 10 分ぐらいの番組で、楽しく遊ぶ。

「えいごであそぼ」っていう番組もあるのですけども、やはり英語だけってわけに

はいかないっていう、今の社会の日本語の大切さを学んでいこうという、一関だけ

じゃなくて、社会的な、日本の文化なり伝統なりを小さい頃から楽しみながら身に

つけるということの大切さというものへの見直し、そういったところに、こういっ

たことばの時間というものは非常にマッチしているのではないかと思っています。 

あとは、やはり、一関市の先人である大槻文彦が、言海という国語辞典を国内で

初めて編さんしたと、これは大槻文彦の場合は日本の国語に携わったわけですけど

も、大槻家の学問というのは、それ以前は大槻玄沢だったり磐渓といった、多分、

大槻文彦の場合も玄沢のそういった科学的な精神を受け継いで、言葉っていうもの

を科学的に取り組んで、あれだけの辞典を積み上げていったという、やはりこつこ

つ、これは芦東山にしましても、こつこつと積み上げていくっていうのが、地域の

先人のやってきた、そういったところに、いきなり先人を大事にするということに

いくのではなくて、まずは言葉を豊かに楽しく学ぶというところから入っていって、

やがて小学校、中学校といろんな学習をしていく中で、この先人、大槻文彦という

人に出会っていくわけですけども、そういったその一関市らしい、先人あるいは歴

史を大事にするという要素が加わっていると思うのでですね。そういった意味で、

最初の今年につきましては、成果もたくさんあり、また、いろいろと課題もあった

ところをよく見直されまして、10 分ぐらいっていうのは、そのテレビ番組なんかも

10 分ぐらいでやっていますし、最初に静かな時間をつくり、音読をし、あと時間が

あれば、遊びを取り入れるというような内容であれば、これまで幼稚園での実践風

景につきましてもこないだ体験させていただきましたけれども、そういった松尾芭

蕉の古典ですとか、そういったものに楽しく触れていく効果ですとか、あるいはこ

の瞑想によって集中力を高めるといった効果っていうのは十分期待できて、また懸

念されているところにつきましては、時間を短縮等によって、この時間が長過ぎる

ことによってお遊びの時間が削られてしまうとかといった部分について、クリアし

ていけるのではないかというふうに感じました。以上でございます。 

○小野寺委員 

サントレを取り入れたのが 28 年度４月からですね。それで実際見に行った時に、

そこの先生方にお伺いした話ですが、「この教室の中に、自閉症のお子さんがいる

んですよ。でもどの子がその自閉症の子なのか分かりますか。」というお話があっ

て、このサントレを取り入れたことによって、もうほとんど病気がわからない。普

通の子と同じように勉強していたっていうところも、すごく感動的だったのですが、
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これは 10 分間の独自のカリキュラムをつくって、大体どのくらいの期間をみて、こ

れでいけるなっていうのを想定していらっしゃいますか。 

○学校教育課長 

まず半年はやってみる必要があるのかなというふうに思っております。実際に今

年度始めたのは、４月でなくて、４月からスタートした園もありますが、５月ごろ

からスタートした園もありましたので、本当に半年ぐらいしか実際はしておりませ

んでした。特別支援の子どもに対する効果についてですが、特別支援コーディネー

ターから、ことばの時間が特別支援の教育の視点からは効果があるカリキュラムだ

っていうご意見はいただいておりました。やる内容が決まっていて、わかっている

事が安心して取り組めると。ただ、私の個人的な意見ですが、特別支援でも、自閉

的な子どもについては、これについては効果はあると思いますが、完全に知的に遅

れている場合には、やはり苦痛な時間になってしまっているっていうのはあるなと

思います。自閉と知的も両方混じっている場合もありますので、ですから、一人ひ

とりに見て対応しなければならないなと思います。ただその問題が小学校に入って

から顕在化するのでなくて、もう早い時期に、うちの子は座っていられないと気づ

くきっかけにはなるのかなと、顕在化してくることがあるのかなっていうふうに思

いました。

○教育長 

今回見直して、また次年度に向けて方向性を決めて、園長先生方からも意見いた

だきながら、ある程度固めていくのですが、それで瞑想と音読、ことわざ等の音読

については、これは比較的子どもの表情も非常に良かったし、瞑想については効果

があったということで、それを組み合わせた形なんです。組み合わせてどうかって

いう部分はまたやってみないとない部分があるので、ある程度やりながら修正を加

えながらという線も持っていかないと、最初からうまいものっていうふうにはなか

なかいかないのが現実ですので、そこは修正を繰り返していく必要があるかなと思

います。ただ、片や迷走してしまうということもないわけでもないので、そうなら

ないように、ある程度やるべきことは決めながらですね、絞り込んで、より磨きを

かけていくっていう視点は持っていかないとだめかなというふうには思っています。 

市内の保育士はじめ各園の先生方というのは、概して自分がやっている幼児教育

についてはプライドもあるし、それなりの方向性は、良いことについてはぜひやっ

ていこうという気持ちはもちろんあるわけですから、そういう気持ちをできるだけ

この中に入れてもらって、園の独自性とかも入れてもらうことによって、より良い

ものができてくるのではないかなという、そういう見通しは持っています。 

○小野寺委員 

携わる先生方がどれだけ意識を持ってやるかっていうことがすごく大きいと思う

んですね、やっぱり、最初におっしゃったように反発しながら、｢えっ、こんなこ

と。｣と思いつつ子どもたちに接していると、絶対良い効果は得られないと思うんで

す。それと、あと親御さんに対して、やっぱり「自宅で最低限これだけのことはし

てくださいね。」っていう課題を、親御さんにもあげてもよいのではないかなとい

うことを感じます。 
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○教育長 

確かに、例えばやる指導者側がそれはだめだと思うと、何でもそうなんですが、

小学校、中学校の教育でもそうなんですが、やっぱり自分で、車でいうならサイド

ブレーキ踏みながら、アクセル踏んでもなかなかスピードが出ない。乗らないとい

うのと同じことで、やっぱり自分自身が、ある程度、自分の中で解消しながらやろ

うって気持ちを持っていただくことっていうことが１番大事だなと。そのためにあ

る程度、時間とか、そういった部分については、やっぱり意見を聞きながらやると

いうのは大事かなというふうには思っています。今度小学校に平成 30 年度から実際

には 32 年になりますけど、英語が入ってきます。小学校の中にですね。今度は３、

４年に入ってきますし、５、６年は英語が２時間になる予定です。これも、小学校

の先生が、「英語なんて要らない。」と思ったら、これは絶対子どもはおもしろく

ないはずなんです。私たちもそこについて反省すべき点はあったなと、やはり研修

体制をきちっと持つということとか、良いモデルっていうのをもっとアピールする

ことっていうのは、少し足りなかったのかなという反省はしているところです。

○委員長 

これはやっぱり、最終的にこの方向が見えてくるためには、幼稚園、保育園の先

生方に、どれだけ理解をしながらことにあたるかと。ここは、最も大切なところか

なと。その点では、小中学校の先生はまさに教えるということが使命だということ

はわかっているわけですね。それから、学習の結果として習得すべきものもこれだ

ということをはっきり意識して、いわゆる毎時間の授業に取り組もうということは、

これ仕事としてもはっきりしているわけなんですけれども、保育園、幼稚園の先生

方にそこまで、必要以上に求めることは、これは若干やり過ぎという面はあるだろ

うなということは、さっき教育長が話したようにですね、幼稚園、保育園の就学前

での役目というのは何だというところを心してやっていると思いますので、それと、

最終的には、それを良さをさらにプラスしていくというか、そういう分野なのかな

というような思いがしてですね、これは最終的には、理解が背景にあって成り立つ

こと。決して、強制では成り立つものでないというふうなことは思う。そういう意

味では、一斉にばっとラインが揃うとか、そこまでは期待しないことのほうが、む

しろいいと思う。先行してやっている部分、それがある程度理解して普及している

部分。あんまり乗り気しない部分とか、最初の段階はやっぱりやむを得ないのかな

っていう気がします。問題は、着実に進んでくというところに大事な視点を置いて、

取り組んでいけばいいのではないかなという気がします。 

○千葉委員 

基本的には、事務局で提案した次年度の方向性というものについて賛成です。 

ただ、今委員長さんがおっしゃられたように、幼稚園の先生方に対しては十分な

説明というものを、納得するまで丁寧に加えていく必要あると思います。自分たち

のやってきたことに対する使命感なり誇りなり、あるいはこうあるべきものだとい

うのを持っています。そこに違ったものが入ってくるというのはすごく大きな戸惑

いがあると思うんですね、今までやってなかったことをやるっていうのは、それだ

けでもまず苦痛な面があるので、ここはやっぱり丁寧な説明と、そして、その先生
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方にもその良さっていうのを感じ取っている先生方も結構いるようですので、それ

を広げていく努力をする必要があるのだろうなと。ここで、課題として、いろんな

方々から出てきたものを見ると、サントレ教材は難しすぎるという課題に対しては

十分に、市独自のプログラムをつくるというような形で解消していますし、それか

ら遊びの時間が削られるという課題、時間確保が難しいという課題、あるいはプロ

グラム内容が多いので細切れにせかされる印象になることがあるという課題、それ

はいわゆる時間を 10 分に短縮するという中で、かなりの部分解消されてきていると

思います。良い部分は成果として、先生方あるいは保護者の方々、いろんな方々が

感じられている部分っていうのを、よりそこに絞り込んで伸ばしていけるような形

になればよいのではないかなという観点から、私は賛成します。 

○小野寺委員 

私も今お話を聞いていて、基本的には賛成します。その結果をちゃんと見極めて、

ここまでやって、もう少しやって、そして結果が出て、やっぱりここはちょっと違

ったなと思ったら早目に修正してあげないといけないなということを感じました。 

○委員長 

方向性についてポイントが三つ示され、これは実践を踏まえながら、それぞれの

立場での意見等々、実際に参観してもらいながら、それを踏まえての方向性という

ことなので、基本的な方向性は私も良いのではないかなというように思います。た

だ、これらはあくまでも教育的な視点での実践ですから、固定的には受けとめるの

はやらないほうがいいのかなと。変化することがあり得るのだというようなことを

踏まえながら、気持ち的には柔軟な気持ちを持ちながら取り組んでいくと。そして、

プラスの方向にいく方向性をいつも見出すための検討をやりながら進んでいくとい

うことで、取り組んでいけばいいのではないかなというふうに思います。この項目

について、方向を教育委員会としては見出して、あとは、具体的な部分は、指導主

事の先生なんかが一緒に入りながら、あとは幼稚園、保育園の先生方の声も聞きな

がら、具体化をしていくと、こういうことになっておりますので、よろしいでしょ

うか。 

それでは議事日程第２の協議会第 15 号については、以上で終了といたします。 

○委員長 

休憩を 45 分まで入れます。 

（ 休憩 14：38～14：45、保健福祉部長退席 ） 

○委員長 

再会します。 

2）報告事項 

 ⑴ 一関市指定無形文化財の解除について 

○文化財課長 

（市の無形文化財として指定されていた日本刀製作技術の保持者が死亡したので、

条例の規定により、自動的に指定が解除された旨の報告あり。） 

○教育長 
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無形文化財の中でも、こういう技術が指定になっているというのは他にもあるの

ですか。 

○文化財課長 

無形文化財として市で指定されているのはこれだけです。無形民俗文化財には、

和紙の製造技術のようなものがございます。 

 ⑵ 行事報告及び 12 月の行事予定  

○委員長 

⑵行事報告及び 12 月の行事予定についてお願いします。 

○教育長 

それでは資料ナンバー２のほうをお願いいたします。前回、10 月 31 日に教育委

員会議がありましたので、今日までの１か月の部分での報告をいたします。 

第 31 週の２日ですが、芦東山生誕 320 年記念の国際シンポジウムが早稲田大学で

ありました。これは、５日にある芦東山記念館開館 10 周年記念事業、これは大東コ

ミュニティセンター、室蓬ホールであったのですが、これとセットのシンポジウム

でありました。私も両方に行かせていただきまして、ここには七人の研究者が集ま

りまして、そのうち三人は外国の方でありました。中国の北京大とか香港の方とか

でありましたけども、芦東山が儒学とか、刑法とかで、そういった部分は結構私も

知っていたのですが、ほかの部分で、例えば漢学とか国学とか医学とかっていう部

分でも非常に注目される人だっていうのは初めて聞きまして、そういう、国際的に

も少しずつ認知されてきた機会になりました。これは早稲田大学の稲畑先生ってい

う方に、一関市で研究を委嘱していますので、その方が中心に音頭とって、こうい

うシンポジウムを開催したところであります。ちなみに稲畑先生の情報によります

と、中国に「儒蔵」という儒教関係の本を発行予定なんだそうであります。これは

中国、韓国、ベトナム、日本とかで東アジアの儒教関係のものを集めた、そういう

ものすごい、100 冊以上になる、そういう本が出来そうなのでありますが、そこの

中には芦東山の部分が入りそうなのだそうであります。これは多分電子図書として

世界全部の図書館に送られますので、そうすると研究者はそういうのに必ず飛びつ

くっていうことで、芦東山の業績っていうのも結構国際的にも広がる可能性がある

ということで非常に新たな視点を教えていただいた、そういうシンポジウムであり

ました。 

３日です。市勢功労者の表彰式がありました。今回は全部で六人の市勢功労者が

ありましたが、そのうち四人が教育文化功労賞でありました。一人は今お話しした

芦東山関係の前の記念館長で、芦東山の末裔の方ですが、芦文八郎先生っていう 96

歳になる方でありましたし、あと三人には医学関係っていうか、学校医の三関の木

村先生、それから花泉の後藤先生、それからあと薬剤師ですが、山目の梁川先生と

いうことで、四人が教育文化功労賞として受けたところであります。 

それから、４日です。食育講演会がありました。これは教育委員会主催で、平成

22 年から隔年でやっていまして、今回で４回目でありました。岩手医大の非常勤講
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師の八重樫有美先生という方が来て、お話をされましたけども、主に子どもの肥満

対策についてでありました。実は前にも話したかもしませんが、一関市の肥満の状

況っていうのはちょっと大変な状況にありまして、岩手県の肥満の出現率に比べて、

小学校１年生から中学校３年生まで全部県平均以上であります。岩手県自体が全国

よりも、１年生から中３まで全部、全国平均以上でありますので、これはやっぱり

いろんな部分で機をとらえてお話をしていくという機会が必要なのかなと思います。 

ただ、肥満っていうのは、結局食習慣と運動習慣によりますので、それを改善す

るために学校でもさまざまやっているのですが、やはり家庭の中のこの食育の関係

という視点をやっぱりもっと広げていくっていうことが必要なのかなと思っていま

した。 

５日です。世界遺産の学習全国サミットが隣の平泉町でありまして、平泉小学校

を舞台にして行われましたが、七つの分科会と全体会で、全国から世界遺産になっ

ているところの先生方が集まったりして発表を行いました。一関市もそのうちの一

つに出させていただきまして、博物館の相馬学芸員が和算について発表いたしまし

た。割と視点が新鮮だったので、私も聞きまして、非常に良い発表でありました。 

それから、第 32 週の８日です。あすなろ交流会というのが千厩でありましたが、

これは 16 日、翌週の 16 日のあすなろ交流会、市の総合体育館でやったのと同じで、

東と西に分かれてやるもので、これは特別支援学級に入っている子どもたち、それ

からその親御さんたちが一堂に会して、いろんなレクリエーションして交流活動を

行うという機会で、非常に良い場面で、私も出させていただきました。 

９日、一関市民憲章推進大会が花泉のほうでありました。花いっぱいコンクール

の表彰も同時に行いまして、教育長表彰もあったものですから、出させていただい

たのですが、一つ、今までと違うのは、市民憲章の唱和は、今まで、前文を先導の

役割した人が言っていました。｢私たちは豊かな自然と悠久の歴史に育まれた｣とい

う文言を先導者が言っていたのですが、これからは、そこから全員で朗読するとい

うことになりましたので、ちょっとお話ししておきます。

第 32 週 11 日、総合教育会議、ありがとうございました。いろんな意見をいただ

きましたので、今後の検討材料にしたいというふうに思っております。 

13 日、西村聴雨の俳句大会がありまして、私も初めて出させていただきました。

市内で俳句大会等をやって、そこに小中学生が実際に行っているというのは、この

千厩でやっている西村聴雨の俳句大会と一関でやっている二夜庵という大会のこの

二つではないかなと思うのですが、今回私は西村聴雨のほうに行かせていただきま

したが、江戸時代の俳人であります。千厩藤沢あたりの小中学生の作品もたくさん

出されておりました。言葉を大切にするっていう意味では、こういった俳句大会に

ついても、小中学校からの参加がたくさんあるといいなというふうに思って帰って

きたところです。 

それから同じ日に、市の指定無形民俗文化財の指定の記念祝賀会がありまして、

市長も出られましたけども、私も出させていただきました。８団体が今回指定され、

７月の教育委員会議で決まったものですが、神楽関係が８団体、ここに出席されま

した。萩荘の南沢神楽、真柴の牧澤神楽、萩荘の達古袋神楽、舞川の蓬田神楽、弥
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栄の富沢神楽、藤沢の本郷神楽、藤沢の増沢神楽、藤沢の下大籠南部神楽の団体さ

ん方で、非常に喜んでおりました。今後の活動の大事な機会をいただいたっていう

ことでお話ししておりました。 

翌週第 33 週 15 日ですが、市の定例の校長会議でありまして、ここでは、言葉と

か学力とか人事関係についてお話をさせていただきました。 

16 日、夢の教室、弥栄小学校とありますけども、これは日本のＪＦＡというスポ

ーツ、サッカーの方が中心ですが、そういうスポーツ団体が、社会貢献ということ

で、スポーツの一線級の方々を全国の小学校に送ってですね、お話を聞かせるって

いうそういう機会で、岩手県では遠野と一関だけがその契約をしておりまして、今

回は弥栄小学校に私が行かせていただきましたが、今回は、ソフトボールの北京オ

リンピックで金メダルを取った馬渕智子さんという方が来てお話をしてくれました。

その前になじむために、今度はサッカーの元のプロのサッカーの選手がゲームの時

間ということで、子どもたちと身体を触れ合って遊んでくれまして、そのあとにト

ークの時間ということで、非常に良い取組だなというふうに感じました。今回は、

弥栄小学校の他に厳美小それから川崎小学校のほうにも行っていただいております。

これは教育委員会の事業ではなくて、まちづくり推進部のほうの事業となっており

ます。 

それから同じ日に、米村でんじろうのサイエンスショーが文化センターのほうで

ありまして、市内の小学校６年生、午前中は東のほうから、今後は西のほうから

1,000 名以上がこのサイエンスショーを楽しみました。これは平野組さんの創立 70

周年記念のイベントとして行っていただきました。 

同じ 16 日、大東中学校の公開、それから 17 日の室根東小学校の学校公開があり

まして、非常に示唆に富む公開でありました。勉強になったと思います。 

19 日、萩荘幼稚園の創立 30 周年記念式典がありまして私も出席させていただき

ました。以上であります。 

○委員長 

はい。質問ございませんか。特にありませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、12 月の行事予定、お願いします。 

○佐藤課長 

（ 12 月の行事予定を説明 ） 

○委員長 

12 月の定例教育委員会議 12 月 20 日でよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは 12 月 20 日ということで、確認をお願いします。 

そのほか、行事予定についてございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 
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なければ、12 月の行事予定を以上で終わります。 

3）その他 

 ⑴ 図書館の蔵書貸出状況について 

○一関図書館長 

（図書館の平成 27 年度の貸出状況について説明あり。） 

 ⑵ 岩手県学習定着度状況調査について  

○学校教育課長 

（本年度の県学調の結果について、速報として、説明あり。） 

○委員長 

休憩いたします。 

（ 休憩 15：15～15：30 ） 

○委員長 

半になりましたので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

1）議題 

 ⑴ 認 第６号 専決処理について（承認） 

○教育長 

（ 非公開について発議あり、全会一致で承認 ） 

非公開 

○委員長 

以上で第 158 回教育委員会定例会を終了いたします。 

ご苦労様でした。 


