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平成２６年第１８回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 
 １ 開催日   平成２６年９月２５日（木） ２ 場 所 宝塚市役所 特別会議室 ３ 開会時間  午後１時２９分 ４ 閉会時間  午後２時２８分 ５ 出席した委員の氏名  小野 武委員長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、種谷 有希子委員  及び井上 輝俊教育長 ６ 除斥した委員の氏名   ７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者  管理部長       和田 和久  学校教育部長     安井 優顕 
   社会教育部長     大西  章  管理室長       西本  学  学校教育室長     五十嵐 孝  教育支援室長     田川 隆司  生涯学習室長     岡本 勝幸   

職員課長       田邊 哲朗 学事課長       高田 輝夫  学校教育課長     井上 秀清  幼児・特別支援教育担当課長  谷川 妙美  教育研究課長     井上 淑子  学事課事務職員    三浦 庸平 
 ８ 会議の書記 教育企画課副課長   森田 国治  教育企画課係長    鈴木 陽子  教育企画課事務職員  小松 謙太 ９ 議題  ○報告第 ５ 号 専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて【 非公開案件 】  ○議案第３６号 教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価について 

10 その他  ○宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）及び宝塚市いじめ防止基本方針（案）のパブリックコメントの報告について  ○宝塚市幼稚園教育審議会の中間答申について（報告）  ○保護者向けリーフレット「平成２６年度（2014年度）全国学力・学習状況調査結果から」について 
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 会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時２９分 ───────────── 小野委員長  それではまだ少し早いのですけど、皆さんおそろいだと思いますので、平成２６年第１８回宝塚市教育委員会の会議を開催したいと思います。  本日の署名委員は、井上委員でございます。よろしくお願いします。  本日は議案が１件、専決処分の報告が１件、その他の報告が３件でございます。進行について、事務局からよろしくお願いいたします。 西本室長   本日は議決事項が１件、専決処分をしたことの報告が１件、そしてその他の案件が３件でございます。  報告第５号、専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて）、議案第３６号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価について、報告事項、宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）及び宝塚市いじめ防止基本方針（案）のパブリックコメントの報告について、報告事項、宝塚市幼稚園教育審議会の中間答申について、そして報告事項、保護者向けリーフレット「平成２６年度（２０１４年度）全国学力・学習状況調査結果から」について、以上でございます。  なお、報告第５号につきましては、人事に関する案件ですので非公開でご審議をいただきますよう、お願いを申し上げます。  そのため、初めに議案第３６号のご審議をしていただいた後に、３件の報告事項についてご報告をさせていただいて、最後に報告第５号について非公開でご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 小野委員長  わかりました。それでは、事務局より今説明がありましたとおりに従いまして、まず議案第３６号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価について、ご説明よろしくお願いいたします。どうぞ。 森田副課長  議案第３６号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価について、その内容をご説明申し上げます。  本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、市議会に提出するとともに公表しようとするものです。  点検及び評価の方法としましては、本市の教育方針である『宝塚市教育振興基本計画』に掲げる目標に対して、平成２５年度に行った事務等が適正であるか成果をもたらしたか等について、まず教育委員会事務局が４９の施策ごとに自己評価を行いました。その後、教育委員会の会議において今年度ヒアリングを実施する１４施策を抽出いただき、教育委員全員と外部評価者の合同によるヒアリングを実施いただきました。  ヒアリングにおける意見と外部評価者における評価を踏まえた教育委員会総評について、前回までの教育委員会の会議等において協議いただきました。
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これらを評価報告書としてまとめるものです。  なお、この評価報告書につきましては、１０月に開催される決算特別委員会の審査に合わせて市議会に提出するほか、広報誌やホームページなどを通して広く市民に公表する予定です。説明は以上でございます。こちらはここに載っております。前回までに審議いただきしました分、まとめた形でこうやって置かせていただいております。以上です。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問ございますか。説明は特に要らないのですが、後ろのほうにこの評価表がずっとついてますよね。これは我々が審議した後、一部訂正か何かあるのですか。我々で若干指摘等した点がありますよね。どうぞ。 鈴木係長   １カ所、評価を訂正させていただいておりまして、６ページをごらんください。６ページの２つ目の施策ですね、子どもの生きる力を育むの施策名、体育スポーツ活動を推進します。これの評価をかえさせていただいています。 小野委員長  それは、我々議論した中でそういう意見があったと。そういうことですね。内容の細かい点はいいですよ。どうぞ。 西本室長   評価表が事務事業の評価表も含めてですが、ヒアリングのときにご意見等をいただいたものについては、ここに直接反映するのではなくて次回にその意見を踏まえて反映していくということです。 小野委員長  じゃあ、これは前回と全く同じですか。 西本室長   はい、全く同じです。変えておりません。 小野委員長  ただ変な話、だとしたらこんなにわざわざつけてもらって、ちょっともったいないなと思ったのでね。  よろしいですか。 委員   （なし） 小野委員長  それでは特にご意見等ございませんので、議案第３６号、教育委員会の事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価については、原案どおり可決としたいと思います。ありがとうございます。  それでは、続きまして報告事項に入りたいと思います。  まず報告事項の、宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）及び宝塚市いじめ防止基本方針（案）のパブリックコメントの報告について、でございますね。 井上学校教育課長 よろしくお願いします。 小野委員長  どうぞ。 井上学校教育課長 宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）及び宝塚市いじめ防止基本方針（案）についてパブリックコメントを実施しましたので、その結果をご報告させていただきます。  別紙資料として、お配りをさせていただいております、宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）及び宝塚市いじめ防止基本方針（案）に対するパブリックコメント手続に基づく意見募集の結果一覧表、これに基づいてご報告いたします。 
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 今回のパブリックコメントでは、４名の方から計１４件の意見をいただきました。内訳については一覧表のとおりですが、まず条例案に関する意見が２件、基本方針に関する意見が９件、今回の、このいじめへの取り組み全体に関する意見が２件、その他の意見が１件です。いただいた１４件の意見の中で、一部採択する方向で考えております意見が２件ございます。  １件は一覧表の中の２番、条例制定後に説明会などをもって丁寧に市民への説明と指導がなされるべきという意見でした。この意見に対する回答といたしましては、条例をわかりやすく解説したリーフレットを作成して配布し、市民等に周知をしたい。こういうふうに考えています。  それからもう１件は一覧表の中で言いますと８番、教職員は日ごろから児童生徒と遊んだり、会話を交わしたりする時間を持つ努力をするべきであるという意見です。この意見の回答としましては、基本方針の中の第４章、市立学校が実施すべき施策のうちの９番、いじめの早期発見の中の（３）番、教職員と児童生徒等との良好な人間関係の構築と相談機能の充実の中で、教職員は日ごろから良好な人間関係を構築しなければならないという文言があるんですけども、その中の日ごろからの後に、コミュニケーションを密にしてという文言を加えたいというふうに考えています。以上の２点が一部採択をする方向で考えている意見です。  そのほか、それ以外の各意見に対する回答については一覧表に記載させていただいているとおりで考えております。  それから前回ご報告させていただいたのですが、条例案の内容にかかわる意見というのはございませんでしたので、今後は１０月９日に法制審査会を経まして、また修正を加えたものを改めて教育委員会でご報告をさせていただきたいと考えております。以上です。 小野委員長  真ん中の採否及び理由という、これは、パブリックコメントをした方には返すのですか。 井上学校教育課長 個々に返すのではなくて、この意見に対してはこういう意見だということを公表します。 小野委員長  公表するのですか、そうですか。わかりました。  何かございませんか。  このリーフレットは大変内容が難しいと思うのですけど、ぜひポイントをわかりやすく説明してあげてほしいです。市民に向けてはいいことだと思いますので。  それから細かな話なんですけど、この１ページ目の５番目ね、教育委員会が実施する施策で、この回答のところに教職員の様子を伺ったりすることは非常に大切だと考えています。今後も積極的に。これも我々は結構やっておりますので、一番後ろのところで今後も積極的にとありますが、我々は今、既に結構やってますから、現状もやってるという表現をもう少し入れてもらったほうがいいなと。ちょっと細やかですけど。  ほかに何かございませんか。よろしいですか。 
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 それでは報告事項、宝塚市いじめ防止等に関する条例（案）及び宝塚市いじめ防止基本方針（案）のパブリックコメントの報告について、は以上で終わりたいと思います。 井上学校教育課長 ありがとうございました。 小野委員長  続きまして報告事項、宝塚市幼稚園教育審議会の中間答申について（報告）、よろしくお願いいたします。どうぞ。 谷川課長   ９月１７日付けで宝塚市幼稚園教育審議会より中間答申をいただきましたので、ご報告させていただきます。  今回この中間答申につきましては、来年度からスタートします子ども・子育て支援新制度において保育料の考え方が変わることを受けまして、早急に来年度の利用者負担額についての検討が必要となることから、中間答申としていただいたものでございます。  お手元の中間答申をごらんください。１０行目、ちょっと中段あたりからご説明させていただきます。当審議会では宝塚市での新制度における利用者負担額の設定について、①公立幼稚園の意義・役割について、②公私のバランスについて、③公立幼稚園の教育・保育内容に変化のない中、保護者の理解が得られるかについて、集中的に審議した。  審議では、公立幼稚園は近年増加傾向にある配慮の必要な児童の受け入れや幼小連携による小１プロブレムの解消、さらには保護者の経済的な理由により就園が困難な児童への幼児教育の保障など、さまざまな役割があることを確認し、もし新制度において公私立幼稚園の利用者負担額が同額になれば、通園バスや給食などのサービスが充実している私立幼稚園へ就園児童が流れ、少子化とも重なって公立幼稚園の園児数が減少すると見込まれる結果、さまざまな役割を持つ公立幼稚園の存続の問題にも発展する懸念があるとした。  また新制度開始後も、市立幼稚園の教育・保育内容に何ら変わりがない中、応能負担額が現在の保育料・入園料を超えることは保護者の理解が得られないことが容易に想像でき、かつ子育て支援の観点からも逆行することとなる。  当審議会としては、現状では新制度開始後における市立幼稚園の利用者負担については、いずれの所得階層においても今以上の負担とならないことが適当であると考える。  なお、審議において預かり保育、保育時間、通園バス、入園応諾義務等について検討した上での公私間格差の是正について意見があった。以上でございます。 小野委員長  ありがとうございました。何かご意見はございませんか。  そういえば前回議論した中で、他市が積極的に公私間を同じにするようなことをやろうとしている動きがあるように聞いたと思うのですが、別にその他市の状況をまねするわけじゃないのだけど、その状況がわかりますか。何か、その後。どうぞ。 高田課長   現在、公にされているところで言いますと、尼崎市と西宮市の、近隣についてはこの２市になります。これは既にホームページや市の広報等でも周知
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しているところですが、尼崎市につきましては完全に公私立間は同額にすると。西宮市のほうは少しやっぱり保育サービスに差があるということから、私立の９０％程度の国公立の保育料を打ち出されております。ただ、急激にその９割程度にこう引き上げるということではなく、３カ年に分けて今その額へ引き上げていこうというのは西宮の方針と出ております。そのほかの自治体については、具体的な方針をまだ示されていないような状況でございます。以上です。 小野委員長  西宮は、現状はどのぐらいなんですか、その率は。６割ぐらいとか７割とか、公私間の水準は。 高田課長   公私間は大体宝塚も同じような保育料水準を持っておりますので。 小野委員長  何割ぐらいですか。 高田課長   保育料だけを見たら約２対１と言いますか、５０％ぐらいの保育料になります。 小野委員長  西宮はそれを９割まで上げようと。 高田課長   そうですね。 小野委員長  じゃあ、ここで言っている答申は今以上の負担とならないことが適当だと言ってることは、現状ぐらいで抑えるべきだと。５割ぐらいということですね。 高田課長   この答申には出てきてないんですが、この中の議論でも子ども・子育て支援新制度の保育料の基本的な考え方は、新たなその保護者負担を求めるものではなくて、現行の保育料水準を踏まえつつというのが、これは公立幼稚園だけではなくて私立幼稚園、それに公私立の保育所も同様の考え方を持っておりますので、あくまでも本市としましてはこういう基本的な子ども・子育て支援の理念に基づいて答申のほうのご意見も参考にしながら、現状を維持した方向で今現在検討を進めているところでございます。 小野委員長  わかりました。何かご意見はございませんか。 川名委員   意見ではないのですが、私は尼崎市民でその広報を見たとき、大きく料金体系が変わるので、尼崎ってちょっとこの近隣の中では高齢化率が高い自治体なものですから、これは幼稚園から手を引くなというふうに感じました。多分幼児教育を直接、その幼稚園の需要も尼崎は共働きも多いのでどうしても短い保育・教育時間ではなかなか足りないので、明らかにこれは撤退するんだろうなということ感じましたが、西宮あたりも恐らく大きな構造の変化の中でやっぱりどのぐらい自治体としてそこにお金を注ぐのがいいのかというようなことをみんな今、模索しているんだろうと思います。  ですから急に、内容も変わらないのに負担だけ増えるというのは誰の理解も得られませんが、そういったちょっと長期的な見通しの上では審議会の方、十分その辺も考えてくださっているかと思うのですが、自治体としてはやっぱりそういう長期的な見通しでどうしていくかということも考えないといけないんだろうなというふうに思いました。 小野委員長  なるほどね、今ので尼崎、西宮はおっしゃるとおり明らかに私立のほうに
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どんどんそこはお任せしようと。 川名委員   その払うお金と受けるサービスなり教育・保育のあり方を見たときに、あえて公立を選ぶ、公立はもちろんしっかりしてるんですけど、そっちを選んでもらえるようにはなかなかいかないんです。 小野委員長  限られた財源の中でですね。 川名委員   そういうことじゃないかと思います。広報に結構やっぱりそれが載ってたので、そうかなというふうに。 小野委員長  それ、全くそうですよね。  この答申で一番後ろのいろいろ書いてあった公私間格差の是正についての意見というのは、いろんなこういう差がある中で、その価値を見極めた上で宝塚も最適な水準を狙いなさいと、深読みすると公立も少し上げなさいというように読めるのかな。そうでもないのかな。 種谷委員   そうでしょうね。 井上教育長  私立から出られてる代表者は当然、公立も上げてほしいと意見として出されてきますね。私立からすれば、当然私立へどんどんどんどん来てほしいわけだから。意見が必ず出てきます。 小野委員長  だから答申としては、それもここには入れたと、そういう意味合いですね。 井上教育長  全く否定するわけにはいかないので、いろんな人の意見がある中でそういう意見もあったということは付記されるでしょうね。必ず。 小野委員長  わかりました。我々は、この答申、とりあえずこれを尊重して、その代わり、ぜひ公立幼稚園の皆さんに頑張っていただいて、私学が公立幼稚園をまねして教育を頑張るというような幼稚園を目指して、やっていただきたいと思います。  これはじゃあ、よろしいですね。  それでは報告事項、宝塚市幼稚園教育審議会の中間答申について（報告）はこのとおりで結構だと思います。  続きまして報告事項、保護者向けリーフレット｢平成２６年度全国学力・学習状況調査結果」について、報告をお願いします。 井上学校教育課長 内容でございますけれども、平成２６年４月２２日に実施した、全国学力・学習チェック評価について、調査結果が８月２５日に文科省より送付されました。その内容を、宝塚市教育委員会事務局で分析しまして、宝塚の子どもたちにおける「教科に関する調査」と「生活習慣・学習習慣における質問紙調査」の両側面の傾向をリーフレットにまとめました。  このリーフレットは保護者及び学校関係者に配布することで、宝塚の子どもたちの学習意欲の向上と学習習慣の定着につながることを目指します。また、学校・家庭・地域が一層連携できるように、環境の整備に活用いただくことを目指します。  あわせて家庭における学習習慣の定着を目指して「ＴＡＫＡＲＡっ子スタディ・ナビ」（宝塚市家庭学習の手引き）の作成を進めておりますので、その内容につきましても進捗状況のほうをご説明いたします。 
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 まず全国のほうの調査結果のリーフレットでございますけれども、今、若干手直しをしている途中段階でございまして、これは最新ではございません。  １ページ目ですけれども、前面は内容につきましてまとめております。昨年度大幅にリーフレットのほうを変えましたので、２、３年はこのような同じ形のもので作成していきたいというふうに考えております。このチャート図ですが、若干その全国より上回っているにもかかわらず、色のほうがちょっと見にくいであるとか何点かご指摘をいただいていますので、また修正をして委員様方に見ていただきたいというふうに思っております。  中のページでございますけれども、今年度も生活習慣、食習慣、学習習慣、読書習慣の４つの習慣が非常に大事であるということを、昨年度と同様、まとめさせていただきました。本年度は、起きる時刻にかえまして、スマートフォンやメール、インターネットを活用している時間を新たに差しかえて載せております。やはり４時間以上使っているような子どもたちは、教科の面でもなかなかしんどい状況であるということで適切な時間帯が必要であるということを保護者のほうに訴えていきたいというふうに思っています。朝食を食べている子どもたちは昨年度に比べて少し上がっておりますけれども、あまり変わってない状況が続いております。家庭のほうの宿題のほうも少し伸びておりますが、ほぼ同じあんばいということでございまして、読書のほうは時間帯を抜きまして、今年度は読書が好きですかということにかえまして、この読書の好きな子どもたちがやはり国語においても算数においても力が出せているんだというところを保護者のほうに伝えていきたいというふうに考えております。  最終ページでございますけれども、このページに関しましては幾つかご指摘も受けておりまして、何が訴えたいのか少しわかりにくいあたりで最後のまとめの部分でありますとか、この絵につきましても少し工夫のほうが必要かなというふうに思っております。特に前回の教育委員会のほうでご指摘があったような結局はそのチャート図の教科の部分はよいという結果が出ていますけれども、自尊感情それから規範意識が非常に大切であると、下の部分をもう少し伸ばしていく方向で取り組めないかというようなご意見がございましたので、自尊感情を大切に育てていくことをどのようにしていくのかというあたりを保護者のほうに伝えていけるような表現を工夫しまして、作成し直したいなというふうに思っております。いろいろと手直しがあるのですけれども、完成しましたものにつきましてまた委員様方に送らせていただきまして、最終ご意見を頂戴しました後、１０月の教育委員会で再度提案させていただきまして、業者のほうに出すもの、正式なものを作成していきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。  それと今同時に作業を進めておりますのが、こちらの「ＴＡＫＡＲＡっ子スタディ・ナビ」という家庭学習の手引きでございます。  低学年を例に出しましてご説明させていただきますと、これは保護者に配布するものでございますけれども、低学年１年生・２年生につきましては家
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庭学習は大体３０分以内のうちに頑張りましょうということで書いております。それからブルーのあたりは学校でこういう学習を低学年ではしておりますということを伝えるために、ここに載せております。その下の家庭学習のチェックポイントですが、これちょっと、あまりこれをしろ、あれをしろということを言い過ぎると言葉もしんどくなるので、そこの部分は割愛してもいいのかということをもうちょっと検討しております。裏面にいきまして、こんな学習にもチャレンジをしようということで国語、算数、その他ということで載せておりますけれども、そのあたりも具体的にどのような学習がよいのかということも工夫しながら作成のほう進めていきたいと思っております。  あとは読書のほうで、こんな本がお勧めですということでご紹介であるとか、それから生活習慣が大事ですということであるとか、前回の教育委員会でご指摘いただきましたように褒め言葉を家庭のほうでちゃんと伝えてあげましょうというふうなことも改善してほしいということでリーフレットに載せています。  まだいろんなことが盛りだくさんになってて、ちょっと見にくいというふうなご指摘もありますので、その分もあわせて再度検討しまして、また皆様方に送付させていただきたいというふうに思っております。  今年度は家庭学習の取り組みも作成するのですが、調査結果について各校であまり活用されていないというふうな状況もございますので、教職員向けにどういったその指導法の改善が望まれるのかというあたりも今後検討しながら、そういった学習計画のほうも、学校側のほうもつくっていけたらいいなというふうに現在考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 小野委員長  ありがとうございました。何かご質問、ご指摘はございますか。 川名委員   素早いまとめでよかったんじゃないでしょうかね。去年何か早くとお願いして、やっぱり結果が出て、早くにこういうものが配られると保護者の皆さんも安心されるだろうし、よかったと思います。 小野委員長  それと、先ほどあったように、このチャートの下の部分が結局大事だという話、この前ございましたよね。今回下を上げるのは大事だなと、そこ何とかうまく表現、先ほどおっしゃったようにできればいいかなと。 川名委員   それがこの中ページのほうのこういう事柄ですよね。 小野委員長  そうですね。 川名委員   こういうことをやればこのチャートが埋まるはずなんですけど。 小野委員長  そうですね。 井上教育長  中でいろいろ議論して、今年は全員に渡すのでしょう。今までは対象学年だけの考え方を、全学年に渡すのですね。 井上教育研究課長 小中学校全部です。 小野委員長  全学年に渡すのですか。 井上教育長  児童生徒全員に配るわけでしょう。 
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井上教育研究課長 そうですね。 井上教育長  そうなると、今１年生の子がこれをもらったときに保護者の皆さんはこれを見て、ことしはこういうことをやったんだと。そういうことがわかるわけですね。それでこれがついていて、これも後で配るのか一緒に配るのか知らないけど、学年ごとにこういう勉強をしないといけないのかと。来年度も、２年生だけどまたこういうものが出てくると、宝塚市の状況がよくわかりますよね。後ろは何も変わらないの。ここをどういうふうにするのか。 小野委員長  これは僕もここで何も訴えないなと。教育委員会が出したから。 井上教育長  内容を考え、このページを全面改訂しないといけない。 小野委員長  だからそういう自尊感情とか。 井上教育長  案はまだできてないのですね。 小野委員長  ぜひとも工夫してくださいね。今さっき言ったように。 井上教育長  もうできたのかと思って聞いたんですけど。 川名委員   それとすみません、今伺った、私は該当のその学年だけだと思ってたのだけど、みんなに配るんだったらどこかへそれを入れて、参考にしてほしいみたいなのをちょっと一文入れておいたらどうなんでしょう。 種谷委員   これとこれはセットですか。 小野委員長  これはセットではないですよ。 川名委員   これをセットにするんだったら。 小野委員長  これは、全員に配ろうというのはどういう判断でしたのですか。僕はいいと思うのですけど。 井上教育研究課長 該当学年だけでは取り組みのほうも見にくいということで。 小野委員長  やっぱり全校に、なるほど。 川名委員   前も去年もこんなふうな話、何で全員に配らないのみたいな話をしてたんです。 小野委員長  そうでしたか。 井上教育長  そういう話はしてました。 小野委員長  わかりました。それとね、僕はこれ、せっかくだから結構丁寧に読んだんですけど、ちょっと質問があるのですけど。まずこの１、２年生のやつの裏で、国語のところの一番後ろで国語の教科書の文を、正しく速く視写しましょう。とあるのだけど、この視写という言葉を僕は知らなかったのですけど、簡単な辞書を調べても出てなくて書写はあるのですけどね。この視写というのは見て書くという意味でしょう。 井上教育研究課長 見てそのまま書くんです。 種谷委員   書写じゃないのですか。 小野委員長  書写じゃないのです。 川名委員   写すということですよね。 井上教育研究課長 写すのです。 川名委員   易しい言葉のほうがいいですね。 種谷委員   「写しましょう」は。 
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小野委員長  違うのですか。書き写すという書写ですよ。 種谷委員   写しましょうでいいんじゃないですか。 小野委員長  視写というのはこういう言葉って我々、普通は使わないです。 川名委員   あまりね。 小野委員長  僕ら初めて見たなと思って辞書を引いたら出てないですよ。 井上教育研究課長 ここはわかりにくいとご指摘いただいてました。 種谷委員   書写というのは何かやってますよね、１年生で。 井上教育研究課長 書き方が書写です。 小野委員長  書写はあれなのかな、別のあれなのかな。 川名委員   せっかく１年生に配るのだから言葉もなるべく易しく。 井上教育研究課長 わかりました。 小野委員長  それからこれも細かいんだけど、その下の計算が正しく身に付くように、何度もノートに練習しましょう。これ、ノートの必要はないと思うんですよ。ノートにやらせたらノートがもったいない。僕が小さいころは。 種谷委員   広告の裏とか。 小野委員長  そうですよ、広告の裏紙を使ってました。だからノートに練習しましょうは、ここまで指定することはないなと思います。それから次。 種谷委員   何度も練習しましょう。でいいということ。 井上教育研究課長 わかりました。 小野委員長  次ね、これ３，４年生と５、６年生を見るでしょう。１ページ目、そうすると３，４年生が冒頭、２００字程度の漢字を読んだり、書いたりできる。５、６年生が１８５字程度の漢字を読んだり、書いたりできる。これはどっちか間違えてるなと。 川名委員   プラス、さらにですね。上乗せです。 種谷委員   １８０プラス５で１８５じゃないのですか。 井上学校教育課長 新しく、です。 小野委員長  新しくという意味ですね。 種谷委員   ３、４年でみたいな。 川名委員   今までのはもう習得したとかで。 種谷委員   ３、４年は新たに２００文字と。そういうことです。 小野委員長  これだけど、このまま素直にのほうが誤解しませんか。何で３、４年生なのにこれは落ちるんだと。 種谷委員   だから３年生でプラス２００みたいな。 川名委員   この紙はその学年だけにいくわけだから。 小野委員長  そういうことですか。じゃあ新しい漢字とか何か。 井上教育研究課長 わかりました。 種谷委員   じゃあ新しく上乗せ。 小野委員長  これ、素直に何でこれが減るんだと。続けて読んだら。 種谷委員   １年だけ見たらいい。 小野委員長  なるほど。それからこれも細かいのだけど、この５、６年生の上から２番
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目のこれ、私ができなかったから言うんじゃなくて、古文や漢文に親しみ、大体の内容を理解して音読することができる。それ本当に５、６年生、そうなんですか。 種谷委員   高校生でもできないですよね。 小野委員長  今はそうなのですか。 川名委員   出てくるのでしょうがないです。 種谷委員   出てくるのですよ。 小野委員長  例えば易しい古文とかでも。古文漢文に親しみって。 種谷委員   親しむのはちょっと難しいかもしれない。 川名委員   易しい。 小野委員長  これは私もできないなと見ながら。 川名委員   もう易しいです。教科書に出てるのは。 小野委員長  だから５、６年生はこの読んですうっと思うのかな。 井上教育長  基本的に各市でも、これぐらいのことは書いてあるわけですね。 小野委員長  そうですか。親が読んでびっくりするんじゃないですか。 種谷委員   でも何か、この間孔子とかの授業をやってましたよ、５年か６年で。だから出てくるんです、そういうレベルで。それはもう大丈夫です。 井上教育長  その学年に合わせてつくってあるということですよ。 小野委員長  それと細かいけど、中学校でも英文日記を書きましょうとあるのですね。 種谷委員   英文２行、日記。 小野委員長  英文日記。これは中学校じゃ英文日記を書くのをやってるんですか。 川名委員   勧められましたよ。３行で、１行でも２行でもいいから書くようにとかって言われましたよ。やってればよかったんだけど。言われただけです。 井上教育長  まだこれ、修正や意見をもらってるところだから、いい意見をどんどん取り入れて修正をできるわけですね。 小野委員長  僕はせっかく皆さんが書いてくださったから、１回丁寧に見てみようと思って。 井上教育長  ですからそう、１回注文をつける段階です。 小野委員長  僕ちょっとびっくりしたんですから。 種谷委員   私も１年生はしっかり、１、２年はしっかり見た。自分の直接。 井上教育長  まだ注文はいっぱいついてるから、まだ完成ではないです。こういうのはつくるということぐらいしか。 小野委員長  これはいいですよ、僕はたいへんいいと思いますよ。 種谷委員   いいですね、これ褒め言葉を上手にじゃなくて、もっと褒めてあげましょうとかでいいんじゃないですか。 小野委員長  褒め言葉は確かに取ったほうがいいかもしれません。確かに。 種谷委員   とりあえず褒めたらいい。 小野委員長  褒め言葉じゃないですね。ここで言うべきは。 種谷委員   中身はとてもいいことを書いてあるんですけど、とりあえず褒めましょうぐらいでいいんじゃないですか。 



平成 26年第 18回会議録 

13 

 

井上委員   上手には要らないですね。早く言ったら。 種谷委員   とりあえず褒めてたらいい。 小野委員長  言葉がちょっとあれですね。 川名委員   やっぱり自尊感情のところは課題があるから、やっぱりそういう気持ちを育てるように、なるべく上手に褒めましょうみたいな、そんな感じでいいんじゃないですか。 小野委員長  これほんとね、つくる方も大変で、こうやって批判するのは簡単ですよ。つくった方、決して気を悪くなさらないで。 川名委員   よりよいものにするためだけ。 小野委員長  そういうことですから。 井上教育研究課長 いただいたご意見をふまえまして。 小野委員長  決して非難しているわけではありませんから。 種谷委員   あとはね、何ていうかここに本がリストアップされているじゃないですか。 小野委員長  ありますね。 種谷委員   この挙がっている本は何というか、私が読んでいてもいい本なんだと思うんですけど、おもしろくはない。だから何か子どもたちが結構すごく好きな本をこう、これは読めばいい本だと思うんですけど。 川名委員   課題図書のような。 種谷委員   いい本なんですけど。 川名委員   課題図書になるような。 種谷委員   実際、何か私の子どもを見ていると。 川名委員   司書の方に聞いたらこういうのを出しますね。 種谷委員   私の子どもを見ていると、こういう本はおもしろくないと。例えば何かサバイバルとかで漫画みたいな本でもあるんですけど、そういう何か子どもたちの関心をもっと引くような本を。 小野委員長  なるほど、読書が好きになるような。 種谷委員   ここは理想なので、この本読んでおもしろいとなかなか大人も思わないかなと。子どもはなおさら思わない。 小野委員長  両方を、じゃあ並べたらいいかな、できれば。 種谷委員   そうですね、１冊ずつぐらい。 小野委員長  確かにわかりますよ、これ。ほんとに今おっしゃったように、司書の方はこの辺を挙げるかもしれないけど、種谷委員がおっしゃったように読む人が読書に引きつけられる本を。 種谷委員   とりあえず好きになれば、こういうのもおもしろいかもしれないけど、まず大体読まない子をまず引きつけないといけないから。そういう感じの本ではないかなというイメージ。 井上教育研究課長 わかりました。 種谷委員   私の中では。 井上教育研究課長 １冊１冊、そんな感じで。 安井部長   例えばこういう教育委員会が出すリーフレットの中に、こういう本お勧め



平成 26年第 18回会議録 

14 

 

ですよということを出すのは、特に法的に問題があったりはないのですか。 川名委員   そんな子どもが好きな本と言っても、そんな別にね。そういういわゆる悪趣味みたいなのを子どもが好むわけではないので、何かちょっと何というか、大人の世界から見ると正規の道を外れていたり、あるいはちょっとやんちゃが過ぎたりということだけど、やっぱりそれはわくわくさせられるようなものですから、一般の本となって出版されているものでしたら全然、それは大丈夫だと思いますよ。 種谷委員   ３年生とかだったら漫画でもいいと思うんですけど、何とかのサバイバルとかすごく好きで、すごく読んでるので、聞いてると育成会とか、どこそこの女の子もすごく読んでいるみたいなので、伝記とかも漫画の伝記とか。とりあえず漫画でもいいと思うんですよ、文字を読むということが身につけば文章のほうへも多分移っていけると思う。ここ、ちょっと何か理想的な本過ぎるかなと。 井上教育長  インターネットで見たら、何年生、何歳にいい本といったら漫画もいっぱい出てきますね。 種谷委員   伝記とかね、漫画で。 井上教育長  漫画とかいろんなものがありますね。 小野委員長  でもいいですよ、これ。物すごく。 種谷委員   いいですよ、中身はいい。 川名委員   ポイントも学校でこういうことやっているからお家でっていうふうに、学校の様子もすごくよくわかりますよね。 井上教育長  こんな学習しましょうというところ、コンピューターで見たら次は、勉強する仕方も教えられないかと注文をつけてます。 種谷委員   何かドリルみたいなものですか。 井上教育長  ホームページの宝塚市の教育委員会のところからつながるようにしてほしい。 種谷委員   ドリルが印刷できる、ダウンロードができるように。 小野委員長  すごくいいと思いますよ。子どもには細かいんだけど、このいじめ宣言のやつ、せっかく載せるならば読めないんですよ。 井上教育長  載せないです。 小野委員長  載せないのですか、そうなんですか。 井上教育長  今は、欲張ってたくさん盛り込んでつくっているんです。 小野委員長  読めない。だから僕は。 井上教育長  読めないのは、だめでしょう。 小野委員長  書くならばパソコンでね、直してもいいんじゃないかと思ったんだけど。 井上教育長  今、検討しています。 川名委員   これはでも何か、子どもたちが決めたこれ、すごくよかったので。さっきのこの、これに入れちゃまずいのでしょうかね。これの後ろの。 種谷委員   なるほど。 川名委員   せっかくこれ。 
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小野委員長  中身はいいですよ。 川名委員   子どもたちはこれ、自分たちで考えたことじゃないですか。だからここにちょっとこの１ページ、これからかえられるから、一部にこれと。 種谷委員   ということは条例をつくりますみたいな。セットにするか。ちょっと欲張り過ぎですか。 小野委員長  これ、僕も内容が、子どもたちがつくって、これはいいと思うんです。ぜひほんとにね。 井上教育長  いろんな意見がたくさん出てますけど、参考にさせていただき、もう一度意見をいただきます。 小野委員長  学校にはかっていただいたら。 井上教育研究課長 ありがとうございます。 小野委員長  ご苦労様です、ほんと。今年は大体時期が早いだけで、大変にほんと改善です。 川名委員   やっぱり素早く印象が薄れないうちに。 小野委員長  そうですよね。どうもありがとうございました。  それでは報告事項を終わりまして、５番目の非公開審議に移りたいと思いますけれど。 田邊課長   報告第５号、専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて）の説明、よろしくお願いいたします。どうぞ。 
 【 非公開案件の審議あり 】 
 小野委員長  ありがとうございました。  報告第５号、専決処分した事件の承認を求めることについて（県費負担教職員にかかる内申を兵庫県教育委員会へ提出することについて）は、このとおりで、これでいいと思います。  以上で予定の案件を終了いたしましたけれども、ほかに何かございませんか。よろしいですか。 西本室長   以上です。 小野委員長  それでは、以上をもちまして平成２６年第１８回宝塚市教育委員会の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 
  ─────────── 閉会 午後 ２時２８分 ───────────── 
 


