
９月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年９月24日（木） 午後４時04分～午後５時09分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 柴田　隆夫 袴田　雄司 飯田　宣子 佐原　陽子

事 務 局 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学校教育課長代理(鈴木　聖慈) 学校教育課主任主査(鈴木　美紀)

幼 児 教 育 課 長(杉浦よしみ) 社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美)

文 化 課 長(切池　　融) スポーツ推進課長(河合　利和)

教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 議　案 第 46 号 湖西市立学校教育施設適正化検討委員会委員の委嘱又は

任命について

５ その他 ・９月湖西市議会定例会での一般質問事項と答弁内容について

・平成27年度全国学力・学習状況調査結果について



午後４時04分開会

(山下教育長)　出席は５名、定足数に達しているので、平成27年９月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　それでは審議に入る。

　議案第46号「湖西市立学校教育施設適正化検討委員会委員の委嘱又は任命につい

て」事務局の説明を求める。

(学校教育課長代理)　議案第46号「湖西市立学校教育施設適正化検討委員会委員の委

嘱又は任命について」、湖西市立学校教育施設適正化検討委員会設置要綱第３条の規

定により下記の者を湖西市立学校教育施設適正化検討委員会委員に委嘱又は任命した

いので承認を求める。平成27年９月24日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　この委員会は、湖西市立幼稚園、小・中学校の管理運営に関する諸問題を調査し、

適正な規模及び配置について検討するものである。４月の定例教育委員会において８

名の委員の委嘱、任命について認めていただいたが、要綱第３条にあるように、15名

以内の委員をもって組織することになっているので、本検討委員会を開催するに当た

り、さらに幅広い視点で新たに６名の委員の追加をお願いする。任期は、他の委員と

同様に平成28年３月31日までとする。

　以上。

(山下教育長)　補足させていただく。

　今、説明があったように、前回、委員の委嘱又は任命については了解をいただいて

いるところだが、承認をいただいた委員については幼稚園、小学校、中学校が混在し

ている委員であり、検討委員会を開催するに当たっては、幼稚園・保育園と小・中学

校とを分けて、具体的な内容について検討していただく方が望ましいのではないかと

事務局で協議した。その結果、二つに分けるということになると、もう少し委員の方

を増やして実際の協議を行っていただきたいと考え、急きょ追加して委員を委嘱・任

命するということになった。実際には、幼稚園・保育園に関する委員の方として既に

任命されている３名に今回３名を追加で任命して６名、小・中学校に関する委員の方

として既に任命されている５名に今回３名を追加で任命して８名という形で検討をお

願いしたいと事務局では考えている。

　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　要綱第２条の(1)に「湖西市立幼稚園、小学校及び中学校の規模及び配

置の適正化」とあるが、これに保育園施設も入るのか。

(山下教育長)　教育施設に該当するのは幼稚園なのだが、今後、幼稚園又は保育園の

こども園化ということも当然視野に入れながら適正化について検討していくことにな

るので、幼稚園だけではなく保育園についてもここで検討していただきたいと思う。

(飯田委員)　今回選ばれている委員の中には、保育園関係者がいない。

　また、地域のバランスの面ではどうか。

(山下教育長)　基本的には、ある特定の地域の方々を代表して委員にということでは

なく、ある特定の学校をという話ではなく、市全体を見渡していただいた中で意見を

いただきたいということがあったので、特定の地域の方を委員にというふうには考え

なかった。

　また、保育園については、幼稚園のように市全体のＰＴＡ組織というものがないの

で、ＰＴＡの方々については幼稚園の方にお願いする。保育園長の経験のある幼児教

育課長も委員に入っているので、具体的な内容について話をいただけるのではないか。



また、学識経験者として今回任命をお願いする委員のうち、一人はかつて保育園長の

経験があり、一人は元学校教育課長である。当時学校教育課で幼稚園も保育園人事も

含めて担当していたという経緯もあるので、お願いしたい。これらの人も入っている

ので、保育園についても十分理解をしている方々の意見をいただけると思っている。

　小・中学校については、通学区域等の問題もあるので、今回、自治会連合会長をお

願いし、市内全ての自治会の状況等も見ながら、通学区域についても意見をいただけ

るのではないかと期待をして追加をさせていただいている。

(柴田委員)　検討委員会の今後の進め方はどうなるのか。

(山下教育長)　現在の湖西市内の教育施設についての課題を提示し、検討委員会で検

討していただくということになる。大規模、小規模が混在している中でその状況が許

容できる範囲なのかどうかということ、今後問題となってくる教育施設の老朽化、再

編成、少子化ということもあるので、そこら辺をにらみながら幅広く検討していただ

く。

　実際には、毎月のように検討していただき、次年度の初めには報告を出していただ

きたいと考えている。その報告を受けて、教育委員会でこれについて意見交換、協議

をさせていただくという予定でいる。

(柴田委員)　来年の３月31日までというとあと半年しかない。せっかく委員になって

もらっても、難しいのではないか。

(山下教育長)　年度をまたいでしまうと、大幅に委員を変えなければいけない。変え

ると、それまでの経緯について具体的に説明し、了解を得ながら更に協議をしていた

だくというのは、なかなか大変ではないかという感じがしているので、半年間の中で

精力的に協議していただくつもりでいる。

(袴田委員)　たとえば５年後、10年後に小学校、中学校の子どもたちが何人ぐらいに

なるかという情報等は、この検討委員会に上げられるのか。

(学校教育課長代理)　今後５年間の児童・生徒の数の移り変わりというのは、数とし

て持っている。

(袴田委員)　それに合わせてこの学校の規模が適正かどうかということを見ることが

できるということでよろしいか。

(山下教育長)　教育委員会としての今後の教育行政の方向性について検討する材料を

上げていただくということになると思う。実際に、この検討委員会で出された報告書

のとおりに進められるかどうかは、ここで検討しなければいけない。当然、お金に絡

む話、人員に係る話、いろいろあるので、この検討委員会で出された報告が最終では

ないということだけは、頭に入れておいていただきたい。

　他に質疑がないようであれば、議案第46号「湖西市立学校教育施設適正化検討委員

会委員の委嘱又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認

する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第46号「湖西市立学校教育施設適正化

検討委員会委員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　「その他」事項の「９月湖西市議会定例会での一般質問事項と答弁内容について」、

私から説明する。

　今回、定例会で質問のあった事項は、大きく分けて４点である。１点目は市民会館

耐震工事の見直しについて、２点目は子どものスマホ、パソコンなど情報端末の利用

について、３点目はこども子育て支援事業における推進状況の確認について、４点目

が学びやすい教育環境の整備について。重複した質問もあったので、質問内容を整理



し、まとめさせていただいた。そのため、実際の議会の議事録と異なる部分もある。

１番の市民会館の耐震工事の見直しと４番の学びやすい教育環境の整備については、

基本的に教育次長が回答した。２番と３番については、私又は市長が答弁をした。

　まず、市民会館の耐震工事の見直しについては、もう既にご存じのように、耐震補

強工事及びリニューアルということで、この２年間計画を立てて進めてきたが、実際

に耐震補強工事が想定していた金額ではできず、おそらく倍近いお金がかかるのでは

ないかということと、工事をしても非常に使い勝手の悪い市民会館になってしまう可

能性が出てきたので、最終的に市長が、この工事については白紙に戻すという決断を

した。それについて、議員の方々からはいろいろな意見、質問があった。うがった見

方をされた質問等もあったが、誠意を持って説明させていただいた。実際に所管、担

当をしている教育委員会としても、このような状況になるとは全く考えていなかった。

そういう意味では非常に申しわけなく思うと同時に、市民の方々にきちんとご理解を

いただくという思いで答弁した。今後どうするのかということについての質問等もあ

り、市長が答弁した。

　２点目は子どものスマホ、パソコンなど情報端末の利用について、質問があった。

これは、今問題になっている部分でもあるが、以前にも議会で質問されてきた内容で

ある。なかなか難しい問題だと思っているし、スマートフォンやパソコン等の情報端

末について、基本的には家庭の中で親御さんが子どもに対して指導、しつけをしなが

ら、使用について考えていただけるのではないかと思っている。ただ、学校としても

放置できないので、情報端末の利用、使用についての注意等を子どもたちに対して

行っているし、保護者に対しても行っている状況である。この問題が浮上してきてか

ら何年か経っている中で、家庭での子どもに対する指導が定着してきていないので、

今後、教育委員会としても検討しなければいけないと思う。ただ、今刈谷などでも９

時以降は家庭で使用はさせないというような呼び掛けをしているが、９時になったら

使用させないということは逆に９時までは使用していいのかという話もあり、では９

時から子どもたちは家庭学習をするのか、就寝はいつになるのかなど、いろいろな声

も上がってきていることも事実である。また、実際にそういう呼び掛けに対してどれ

だけの家庭が親子で話をしながら、それについて守ろうという意識で行動しているか

というのも非常に難しいところである。どこかで声を上げてお願いをしても、実際に

保護者がどういう形で家庭で子どもと理解をしながらやっていけるかというところま

で結び付いていないのではないかという部分もある。一番の問題はやはり、保護者に

どういうふうに伝えるかということになるので、そこら辺についてまた、意見交換を

させていただきながら、できる範囲でやりたいと思っている。

　３点目は、こども子育て支援事業における進捗の確認についてということで、以前

この定例会でお話させていただいた新居幼稚園のこども園化、内山保育園のゼロから

２歳児保育施設の特化等の取組も含めて、支援計画の方では５年後に入所待ちの解消

をする目標を立てているということで、今後どうするのかという話が中心であった。

最終的には、先ほどお願いをした適正化検討委員会の中で、幼稚園、保育園について

も入所待ちの解消も含めて、どういうふうにするのがいいのかを検討していただき、

その意見を参考にしながら入所待ちの解消に向けた取組をしていかなければならない

と思っている。それから、これに関連するかどうか分からないが、キャリア教育につ

いての質問も一つあった。

　最後の４点目については、学びやすい教育環境の整備ということで、突然のように

ミストシャワーの導入という話があった。実際に今、知波田小学校の児童昇降口の上

にパイプを組み立てて、そこからシャワーが出るようなものを作って設置をしてある。



これは、教育総務課の方で材料を購入し、組み立て、使用しているものである。本来

ならば理科の授業の一環として、実験器材のような形で取り付けたものを、暑さ対策

にも利用している状況である。金額的には7,000円程度であるので、全ての学校施設

に取り付けようと思えば取り付けられるのだが、どれほどの効果があるかというと非

常に難しいと思う。外に出て、帰ってくるときにシャワーを浴びるという話だが、な

かなか恒常的な暑さ対策というわけにはいかないと思っているので、各施設の園長、

校長の意見、要望を伺った上で、導入するかどうかについて検討したいという回答を

した。

　以上。

　質疑等があれば伺う。

（質疑なし）

(山下教育長)　よろしければ続いて、「平成27年度全国学力・学習状況調査結果につ

いて」事務局の説明を求める。

(学校教育課主任主査)　平成27年度全国学力・学習状況調査の結果について報告させ

ていただく。

　まず、この調査の目的を再確認させていただく。「学校における児童生徒への教育

指導の充実や学習状況の改善等に役立てる」ということで、学校が子どもたちの実態

を把握し、授業改善につなげ、学力の定着を目指するということになる。８月25日、

26日に、調査結果が教育委員会と各学校に届けられた。湖西市の子どもたち全体の調

査結果については、先日、９月４日に概要ということで文書を当該学年の保護者、つ

まり小学校６年生と中学校３年生の保護者に配らせていただいた。そして、さらに詳

細として、10月１日に文書を配布する予定である。その文書に沿って、説明をさせて

いただく。

　まず、小学校である。「標準通過率」というものを載せてある。これは、静岡県が

独自に過去の出題の傾向から、これぐらいのパーセンテージの子どもたちが正答に

なってほしい、望ましいと願う数値である。全国の正答率も参考にしている。この標

準通過率を参考に載せ、子どもたちの実態を挙げた。また、「よいところ」と「もう

少しがんばりたいところ」ということで、顕著なものを出題の趣旨と設問の概要とい

う形で載せた。それでは、「成果と課題」について全体の傾向をお伝えしたい。

　国語では、全般的に基礎的な知識は定着している。「話す・聞く能力」、「書く能

力」、「読む能力」、「言語についての知識・理解・技能」という、よく通信簿に載

せてある評価の観点で見てみた。「書く能力」、「言語についての知識・理解・技

能」については、他の「話す・聞く能力」、「読む能力」よりも秀でている。しかし、

情報を得て、それを整理して書くという問題は苦手としている。以前から「書くこ

と」には課題があったわけだが、改善されてきた表れもある。たとえば、「よいとこ

ろ」に「目的に応じて、文章の内容を的確に押さえながら要旨を捉える」を挙げたの

に対し、「もう少しがんばりたいところ」に挙げた「文章と図とを関係付けて、自分

の考えを書く」というのが苦手となっている。つまり、ヒントがあれば、文章中の言

葉を使ってまとめることはできつつあるので、これは改善の表れと言える。しかし、

関連付けて自分の考えを整頓して論理立てて書くことは苦手のようである。また、

「もう少しがんばりたいところ」で、「語彙理解」がある。これは大変残念な結果

だったのだが、新聞のコラムの中で筆者が引用している言葉を抜き書くという問題で、

子どもたちは「引用」、「根拠」という言葉の意味が分からず、結局抜き出せなかっ

た。

　続いて算数である。算数も、基礎的な知識は身に付いている。「計算問題」はきち



んとできている。図形の性質についても、基礎的なところは理解されている。しかし、

記述式になると苦手なようである。同じ「図形の性質」を使っている問題であっても、

「二組の道のりが等しくなる根拠として、図形を見いだし、その図形の性質を記述す

る」となると、正答率が低くなっている。それから、従来の課題である「割合に関す

る問題」、つまり数量関係については、「洗剤の増量前の内容量を求める式と答えを

書く」ところでは、大変低い正答率になってしまった。子どもたちは、頭の中では

パッと数字がひらめくのだが、それを言葉に表して書くとか、式に表して書くといっ

たことが苦手である。また、「概数を用いた見積もり」も例年出題されているが、な

かなか難しいようである。

　続いて、理科である。「複数のデータを関連づけながら考察・分析する」といった

ところは得意なのだが、実際にその内容を、選択問題ではなく、記述するとなると、

「もう少しがんばりたいところ」に「水温と砂糖が水における量との関係のグラフか

ら、答えを選んだわけを書く」を挙げたように、やはり苦手なようである。学習指導

要領における領域を見てみると、地球の領域、つまり地学では、高い正答率を示した。

しかし、基礎である「器具の適切な操作方法を身に付ける」といった化学の分野では、

顕微鏡の操作方法が分からなかったという結果が出ている。これは、静岡県でも同じ

ことが言えた。これについては、子どもたちそれぞれに実験をやらせ、手にとらせて

学ばせることが大切だろうと、各学校からも報告が上がってきている。

　次に、「今後の取り組み」である。９月４日の文書にも載せたが、湖西市では早期

対応として「振り返り」を実施している。これは、先生と子どもがもう１回問題を解

いてみる、あるいは類似問題を解いてみる、教師がその思考に従って説明をすると

いった内容で、各学校で対応している。「今後の取り組み」について抜粋したものを

申し上げると、国語のみならず、他教科や領域において横断的に「複数の資料を使っ

て、文章を書く」、「他者に自分の考えを伝える」、子どもたちは数学的な用語、科

学的な用語の理解が不足しているので、操作、実験の場を増やしてそれを身に付けさ

せる。また、この問題は、５年生で習ったとしても、もっとさかのぼって系統性とい

うものがある。たとえば、洗剤の割合の問題については、さかのぼって掛け算のとこ

ろまでいくと２年生になる。どこの学年で押さえたらいいかという系統性を、きちん

と確認していかなければいけないという報告も上がった。この活用の問題については、

生活に結び付いているということで、どんどん生活の場面を生かしてやっていきたい

という報告もあった。

　続いて、小学校の「質問紙調査に関すること」である。87の質問に、子どもたちが

答えた。それは、家庭や学校の生活について、また学校での学習についての質問で、

国語、算数、理科、総合的な学習といった教科についても質問があった。そこで子ど

もたちの表れとして浮かび上がってきたことが、４点ある。良い点として３点。「夢

をもち、楽しい学校生活を送っています！」という項目では、昨今、日本の子どもた

ちの自己肯定感、自尊感情が低いということで話題になっているが、湖西の子どもた

ちは、「自分にはよいところがある」という質問に対し、「当てはまる」、「どちら

かといえば当てはまる」を合わせて８割近くの子どもたちが自分の良さを認めている。

そして、「学校へ行くのが楽しい」、「将来の夢や目標がある」という項目では、自

尊感情が高まっている表れとなっている。また、「規則正しい生活」という項目では、

「朝食を毎日食べる」のは県も全国も抜き、９割以上の子どもたちが毎日摂取してい

る。そして、「同じ時間に起床」し、「同じ時間に就寝」するという規則正しい生活

を送っている。教科の成績、今回の正答率との相関性を見ると、やはり規則正しい生

活をしている子どもたちは正答率が高かった。そしてまた、「家庭・地域」も頑張っ



ており、まず「家の人と学校の話をする」という点で、全国、県を上回っている。お

うちの方も学校行事に来てくれており、授業参観等で学校に顔を出してくれるという

ことが子どもたちの喜びになっていると思う。また、「地域の行事に参加している」

ということで、地域で育てる姿勢があり、子どもたちには大変良い状況にある。ただ、

少し残念なのが、家庭学習である。家庭学習の時間数も少なく、「家で計画を立てて

勉強をしている」、「家で学校の授業の復習をしている」という項目の数値について

は、全国の数値を下回っている。中学生になると、自分でやることが多くなってくる

ので、小学校のうちから家庭学習の習慣を付けるということは、自分の将来を切り開

く力にもなると思われる。

　ということで、湖西市が行っている「学びの基礎　７つの取り組み」の食事や運動、

睡眠など、基本的な生活習慣を身に付けてもらいたいと思う。これについては、家庭

と学校、地域が連携して行っていかなければならないと考える。

　以上が、小学校である。中学校にいく。

　中学校は、９月４日付けの文書にあるとおり、湖西市の状況は、小学校で低くても、

中学校の方で伸びており、全てで全国を上回っている。小６のときの子どもたちが今

中３になっているという３年前と比べると、実はその子たちが伸びている。低い小学

校でも１問に足らないぐらいの差になっているので、子どもたちは確実に力を付けて

いると思われる。それでは、まず「成果と課題」である。

　国語については、小学校と逆のことが言える。「話す・聞く能力」、「読む能力」

は高いのだが、「書く能力」、「言語についての知識・理解・技能」についてはやや

低くなっている。学習内容が大変難しくなっていることも関連していると思われるが、

小学校と共通して苦手としているのが「条件を満たして、根拠をもとに自分の考えを

書く」ことである。これは、小学校も中学校も同じように苦手として挙がっている。

　数学については、正の数と負の数についての理解度は高い。「数と式」の領域は大

変得意なのだが、文字が入ってきたり、その解き方を記述したりとなると、説明する

ことが苦手という状況である。早期対応報告でも、子どもたちが数学的な表現を用い

ることができていないので、その概念を学ばせる必要があるということが、幾つかの

中学校から上がっている。

　理科についてである。学習指導要領における四つの分野のうち生物的領域を得意と

している。一方で、これも小学校と逆なのだが、地学的領域が苦手で、科学的な思

考・判断を求められると、大変苦手意識を持っているようである。低い正答率で結果

が出ている。そして、どの領域でも共通して実験を計画すること、実験結果を観察・

考察するまでのことが大変苦手で、教員もそういった場の数を増やさなければいけな

いと反省している。実験結果から規則性を見出すことが、かなり苦手なようである。

　「今後の取り組み」である。同じように早期対応報告ということで、各学校から上

げてもらった。「ドリルなどを利用し、基本問題の定着を図る」ということで、これ

については、苦手なところを補充しようとすると、本来基本的に身に付けなければい

けないことがおざなりになってしまい、本末転倒になることもあり得るので、バラン

スを考えて、そういった報告が上がっていると思われる。また、「読書など、文章に

触れる機会を増やす」ということで、今までの報告から皆さん感じられると思うが、

行き着くところは言語ではないかと思う。国語力に行き着くということで、「読書な

ど、文章に触れる機会を増やす。」という報告があった。そして、「過去の学習内容

について」ということで、系統立ててきちんと押さえていく、また、習ったときに過

去を振り返って復習していくといった場を設けたいということも上がってきた。後は

小学校と一緒で、用語等を正確に理解させたい、定義を正確に理解させたいという思



い、それから、自己の考えを他者に伝えるという場を設定したいということが上がっ

た。

　中学校の「質問紙調査に関すること」である。小学校と同様で、夢を持ち、楽しい

学校生活を送っているということで、小学校よりも自尊感情については高まりつつあ

る。「将来の夢や目標をもっている」が実は、県は低くて大変課題であると言ってい

るのだが、湖西市については大変うれしいことにその数値は上回っている。それから、

規範意識が身に付いているということで、子どもたちの素直な心が表れていた。「人

の気持ちがわかる人間になりたい」、「人の役に立つ人間になりたい」、それから善

悪の判断として「いじめはどんな理由であってもいけない」といった規範意識がきち

んと身に付いている。そしてまた、「おうちの方もがんばっています！」という項目

では、「朝食を毎日摂っている」という数値は、やはり全国を上回っている。そして、

中学生であろうと「家の人と学校の話をする」といったことも続いている。地域の行

事にも参加できているということで、大変いい状況にある。学習習慣については、当

たり前のことではあるのだが、「学校の宿題をしている」というのは全国も、県も上

回っている。それから、「学校の授業の復習をしている」という点については、やは

り中学校でやっていかなければ身に付かないと自分たちも気付いているので、きちん

とやっている。「普段、１日あたり２時間以上勉強している」というところが31.6と

なっているが、実は１時間以上２時間未満という数値も出ており、42.6である。部活

動をやって夜７時半、８時に帰ってくる子どもたちが、毎日一生懸命それだけの時間

やっているということを考えると、学習習慣は付いていると言える。

　ということで、小学校と同様、「学びの基礎　７つの取り組み」の推進に励んでい

きたいと思う。

　以上。

(山下教育長)　今、事務局から説明があった内容を、10月１日に、小学校６年生と中

学校３年生の保護者に配布したいと考えている。それと同時に、10月１日に、教育委

員会のウェブサイトにアップする予定でいる。保護者だけではなく、全ての市民の方

にも見えるような形を考えている。

　内容等について、委員の皆さんの意見を伺う。

(柴田委員)　小学校の方の「もう少しがんばりたいところ」の新聞のコラムの問題、

「引用」等の意味が分からないというのは、小学校で習っている事柄なのか。

(学校教育課主任主査)　実は、小学校５年、６年で習うということになっていたのだ

が、定着がされていなかったようである。全国的にも良くなかった。

(柴田委員)　顕微鏡の操作ができないというのも、やっていることが問題に出ている

ということでよろしいか。

(学校教育課主任主査)　実際やっているのだが、使う頻度としては、グループで１台

持ってきて順番に交替してやるといった感じだと、やはり実感を持ってやれないので

はないかという気もする。一人一人が必ず使える時間を設けたい。

(柴田委員)　基本的には、習っていることが問題に出ている、一度やったことを問題

として全国的に統一して出しているということでよろしいか。

(山下教育長)　定着度の問題である。

(柴田委員)　こうやって分析されていれば、これから教えるときにも分かりやすい。

よく研究されている。

(山下教育長)　特に「引用」、「根拠」については、小学校の先生が授業の中で、

「引用」と「根拠」という難しい言葉を使って指導がされていないというのが実態か

もしれない。もう少し分かりやすく、かみ砕いて説明しながら指導しているというの



が実態なのではないか。

(柴田委員)　湖西市だけでなく全国的に低いということなので、これからの指導に役

立てていただきたい。

　それから、小学校で全国を下回っていたものが中学校で上回ったというのは、小学

校のレベルが上がってきたというのではなく、それ以上に中学校へいくと頑張るとい

うことか。

(学校教育課主任主査)　私は中学校教員であるが、基礎の上に活用が成り立つ、知識

の上に活用が成り立つということを考えると、小学校の先生たちが一生懸命やってい

ただいている成果が中学で開いていくのではないかという感覚がしている。今回の中

３については、やはり６年生のときには低かったが、中学になると高くなるというの

は、いろいろな先生たちの授業改善もあるし、後は家庭学習の充実ではないかと思う。

中学校では――これもかえっていけないのかもしれないが――常にいろいろな教科で

宿題が出ていて、それをこなすのに必死だと思うが、結果、定着にはつながっている

と感じている。

(柴田委員)　小学校のレベルが全国で上に上がれば、もっと上にいくということか。

(学校教育課主任主査)　そうありたいと思う。

(山下教育長)　小学校の方の課題ということになるのだが、県内だけでなく全国的に、

小学校６年生と中学校３年生については、事前の模擬試験というのをやっているとこ

ろも結構多い。成績が数値として表れてくるということに対する危機感というのがあ

る。湖西市の子どもたちには、基本的にはテストのための模擬試験をやらせていない

ので、そういう点でテスト慣れしていないということもあるし、過去問について触れ

ていないということもあるのではないか。この調査では３年に一度過去にやったもの

を出すというようなパターンでずっときている。ただ、小学生のときからテストを目

標にやっていくのはどうかという思いがある。中学へいけば自然と、定期テストも含

めて、高校入試に向かってのテストなどいろいろなことをやらなければいけない。小

学校のときにはじっくりと基礎を学習するという形がいいのではないかと思っている。

ただ、こういうテスト結果によって、湖西市として指導上不足しているというところ

も見えているので、先生方にお願いをして、そういう部分についてはきちんと指導し

ていただきたいということでやっている。また、その成果が表れるのではないかと思

う。

(飯田委員)　自分であれば、こういうのをもらったときにどんなふうに思うかという

ことを考えてみた。言語を書いたり、理解したり、言語を使って説明したりするとい

うのが苦手だということだが、たとえば家の中でできる日常会話の中で、子どもが小

さいときから、何かあったときに頭ごなしに怒るのではなく、どうしてそうなったの

かとか、どう思うかとか、どうしたらいいのかとか、そういう会話の中でそういうこ

とをうまく習慣付けていくようにすると、学力向上に限らず、コミュニケーション能

力やいろいろな力が付いていくのではないかと思った。

　また、家で学校の話をどれだけしているかという調査の結果もあった。家で子ども

に学校での様子を聞きたいと思っている親はたくさんいると思うが、どういうふうに

声掛けをしたらいいのか分からない、戸惑っているという場合もあると思う。そうい

うときの話し掛け方のコツなどを一緒にいただけると、日常生活の中で出していける

のではないかと思った。

(学校教育課長代理)　小学生もそうだが中学生になってきて、家で学校のことや友達

のことについて話をするのは、なかなか大変なのではないかと思う。いい親子関係と

いう点から考えれば、親に話をしたくなるという雰囲気づくり、親の方にもというと



ころがあるのではないか。自分も反省することばかりである。とりわけ、そういうお

子さんを見ていると、やはり親の方が上手にかかわっているのではないかと思ってい

た。そんな親になりたいと思いながら、なれずにいる。

(山下教育長)　今話があった内容等については、担任の先生が一番保護者と密接に絡

んでくるので、いろいろな場面を通して、子どもを認めるという部分から入って、子

どもとの会話というものを大事にすることについて、呼び掛けていきたいと思ってい

る。

(飯田委員)　今回の結果で、平均的なところに割りと目がいくのだが、あまりにも学

校の授業についていけない、理解できていないという子が、湖西市の中で増えている

のか、減っているのか、横ばいなのか、それとそういう子たちに対する指導はどうい

うふうに行われているのか。

(学校教育課主任主査)　今は、通常の学級に支援員が各学校数名ずつ配置され、手助

け、支援をしてくれるという形をとっている。つまづきのある子については、担任と

支援員とが共通理解を図って見ていただくようになっているので、補習や居残りとい

うのはあまりやっていないと思う。

(飯田委員)　授業の中で一緒に付いてフォローしていくという感じか。

(山下教育長)　見ていても、ただ座っているだけのような子どもたちはいないのでは

ないかと思う。ただ、個々の子どもが指導内容についてどこまで習得しているのかと

いうのは、なかなか難しいところである。非常に素直に先生の言うことを聞きながら

きちんと学習している子は多いし、学習に集中できない子については、支援員がそば

に付いて、説明をしながら、きちんと学習に集中するように指導してくれている。た

だ問題は、教室に入れない子も若干いるので、そういう子たちの指導というのはどう

しても不十分になる部分は否めないとは思う。

(袴田委員)　学校の教科書選定で教科書を見させていただいたときに、コミュニケー

ション能力を高めるという中身が少し入っていたように思う。うちは会社をやってい

るのだが、若い子たちのコミュニケーションの能力が少し低いような感じがする。そ

このところを高められるようにしてあげると、社会人になったときに、非常にいろい

ろな情報を得られるので、いいのではないかと思う。そこの部分を考慮していただけ

るといいのではないかとは思った。

(山下教育長)　なかなか、一番難しいところである。

(袴田委員)　少し問題かなという子たちは、ほとんどコミュニケーションがとれてい

ないので、そういった子が少しでも自分の思いを発することができるようになってく

れると、問題解決が早くなるのではないか。こういうところが分からないというとこ

ろを出してもらって、お互いにキャッチボールできるようになってくれると、成長す

るのが早いのではないか。

(山下教育長)　修正する部分が何箇所かあったので、修正だけさせていただき、配布

したいと思うので、よろしくお願いする。

　本日の案件については、これをもってすべて終了した。

　これにて、平成27年９月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後５時09分終了


