
1 

平成３０年１０月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年１０月２２日（月）午後４時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（中道公子） 

教育委員会委員（下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志，吉澤時子） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（白塚山隆彦），参事兼教育指導課長（山田純生），参事兼教育総務課長（山

本浩），教育政策課長（竹下直哉），学校教育課長（梅本秀明），教育指導課副参事兼

指導ＧＬ（飯尾征博），教育指導課副参事兼研究ＧＬ（服部直美），教育支援課長（神

原由明），文化財課長（新田剛），子ども育成課保育幼稚園ＧＬ（中村康次郎），書記

（鈴木明），書記（松本春奈），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）平成２９年度教育委員会活動の点検・評価報告書について      （教育総務課） 

（２）学校運営協議会委員の任命について               （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成３０年度 全国学力・学習状況調査結果について          （教育指導課） 

（２）考古博物館 企画展①「中世陶器の魅力 －椎山の中世陶器ｐａｒｔ３－」の開催

について                            （文化財課） 

（３）平成３０年度佐佐木信綱記念館特別展の開催について        (文化財課） 

（４）平成３１年度幼稚園児募集結果について            (子ども育成課）                          

 

７ その他 

（１）１１月教育委員会定例会の開催について                   （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成３０年１０月教育

委員会定例会を開催いたします。本日の会議録署名委員は，下古谷委員にお願いいた

します。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８８１号「平成２９年度教育委員会活動

の点検・評価報告書について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２６条第１項の規定に基づく平成２９年度教育委員会活動の点検・評価報告書

について，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１８８１号「平成２９年度教育委員会活動の点

検・評価報告書」について，説明申し上げます。別冊の「平成２９年度教育委員会活

動の点検・評価報告書（案）」を御覧いただけますでしょうか。教育委員会活動の点検・

評価につきましては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規

定に基づき，教育委員会の活動状況について自らが点検及び評価を行い，その報告書

を作成するとともに，これを市議会に提出し，併せて，市民へ公表することが義務付

けられております。なお，この点検・評価報告書（案）の内容につきましては，これ

まで，６月の教育委員会定例会において，担当課の評価をお示しした上で，その後，

教育委員の皆様及び教育長に加筆・修正いただきました。その上で，再度，担当所属

で見直し，８月には，本点検・評価の協議のため，第１回教育委員会懇談会を開催し，

御意見をいただいた上で仮確定をさせていただきましたことから，議案をもって内容

の説明に代えさせていただきたいと思います。その後，外部の学識経験者の評価とし

まして，三重大学の須曽野教授及び瀬戸教授に懇談会終了後の８月から９月にかけて，

御意見をいただきました。いただきました御意見につきましては，３２ページ以降の

学識経験者の知見の活用に掲載しております。両学識経験者の御意見の一部を紹介い

たしますと，須曽野教授の御意見では，４２ページ１番下の「おわりに」におきまし

て，「小学校では「外国語（英語）活動」，「プログラミング学習」，「教科道徳」が新し

い教育に取り組む３本柱とも言われ，中学校においても，道徳教科化は同様であり，

外国語教育の内容や方法は新しいものになり，プログラミング的思考やプログラミン

グ学習は重要です。市内では，外国語活動では県内の中でも先進的な取組みを進めて

きた成果も数多く残されていますので，是非それを広め生かしてほしい」，また４３ペ

ージでは，「プログラミング学習に関しては，具体的なプログラミング実践も今後期待

している」との御意見を頂戴しております。続いて，４４ページからの瀬戸教授の御

意見でございますが，「１－１ 英語教育」において，「平成２９年度にモデル校を設

定して，外国語指導助手の活用を図ったことは，取り組み初期の段階としては有効で

あると思う。モデル校での実践から明らかになった成果や課題をできるだけ多くの学

校に還元する試みも行ってほしい。また，外国語指導助手を活用し，子どもたちと日

常的に接する教員の外国語指導力のさらなる向上が必要と思われる。すでに採用され

た教員に対しては，研修の機会を提供していくことが指導力につながっていくと考え

る。」との御意見を頂戴しております。そしてこの度，一次評価から学識経験者の評価

までの過程を踏まえまして，最終案を報告書としてまとめましたので，議案として提

出させていただきました。次に，今後の予定でございますが，本日，本議案について

御承認をいただきましたら，法の趣旨に基づき，市議会１２月定例議会の開会日に，

本点検・評価報告書の冊子を市議会へ提出いたします。また，市民への公表について

は，市議会への提出後，総務課の「情報コーナー」や教育総務課窓口で閲覧できるよ
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うに冊子を設置するとともに，教育委員会のホームページに掲載する予定でございま

す。加えて，点検・評価報告書を公表した旨を，「広報すずか」１２月５日号に掲載す

るなどして周知を図ってまいります。説明は以上でございます。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

（教育長）それでは，ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思

います。 

 

（山中委員）１２月の議会へ例年報告書を提出されますが，議員さんのその場での質問等，

今までにあったのでしょうか。 

 

（教育次長）議会の初日に，議場配布をここ数年来させていただいているのですが，一般

質問等は今のところございません。電話等で個別の問い合わせというのはあります。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。 

 

（山中委員）はい，ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）今回全般に言うと，私たちの意見を違った手法でコンパクトに取り上げてく

ださるということで，それは見る人にとっては分かりやすくなったなと思いますし，

私たちは作業がしやすかったなと思っております。今回二人の先生方から御意見をい

ただいたのですが，先程読み上げてくださった４２ページのところの，「外国語」それ

から「プログラミング学習」，「教科道徳」という３本の新しい取り組みというのが改

めて出ているのですが，トヨタさんが１００年に一度の改革などと言っていますが，

そこまでは行かないまでも，やはりこの年というのは，そういう教育の世界の中で，

結構大きな変革がある年なのだなというのを改めて先生の御意見で感じました。先生

方の御意見を見ていますと，そういう文科省の流れに沿って頑張りましょうや，その

ような意見が多くて，それに対してちょっとどうなのか，慎重性の意見はないのだな

というのを，私自身はこれを拝見していて感じました。でも，本当にその３つの目標

というのが目前に来ていて，強化も進んでいて先生方もそこで努力されているという

ことなので，これからも私共も見守りつつ，皆さんに頑張ってもらいたいなと思って

おります。 

 

（教育長）心強い御声援ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）でも，何かの時にはそのままどんどん行くのではなくて，お子さんたちそれ

ぞれの負荷を考えて，鈴鹿型というのを模索していくというような方向もあるなと思

っております。 

 

（教育長）ありがとうございます。 
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（下古谷委員）２名の大学の先生からの御意見について，末尾のところでこういうふうに

してほしいとか，いただきたいというような形で，改善案が示されています。例えば

４６ページ真ん中ぐらいのところで「平成２７年度，２８年度，２９年度と三年間教

育委員会の取組について評価・提案を行っているが，課題として取り上げている項目

は改善傾向にあるものの，三年間を振り返っても十分に目標を達成していない。」とあ

ります。最近の点検・評価活動というのが，前年度に指摘されたことが次年度以降に

どのように改善されているかという一連のＰＤＣＡサイクルを回すよう，目で見るよ

うな形になっているのかを教えていただきたいと思います。もしそうでないのであれ

ば，そういった仕組み作りも必要になってくるのではないかと感じております。 

 

（山中委員）外部評価の意見の３６ページ，道徳教育の中で「将来的に，豊かな感性をも

ち，自律した子どもをどう育成できたかを教員間で交流し，チェックリストのような

ものの作成を検討されたい。」というところがあり，これについてうまく想像できなか

ったのですが，このような検討を望まれています。それに対してこれは２９年度の評

価ですので，３０年度に一定の何かが必要になってくるのではないでしょうか。文書

化する必要はないですが，議論しておいて市教委としてはこのようにしているのだと

いう１つの回答を持っておく必要があるのではないでしょうか。生徒指導についても

生徒支援を進めて欲しいといういろいろな提案・要望がされていますので，それに対

して，３０年度答えていくもの，３１年度で答えていくべきものを丁寧に整理しなく

てはいけないと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（教育長）点検・評価でいただいた御意見を反映させるかたちで教育の推進が進められて

いるのかといったあたりですが，いかがでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）この点検・評価についてですが，先ほども申しました通り，まず

外部有識者の評価の目的自体は，点検・評価を行うにあたっては教育に関し学識経験

を有するものの知見の活用を図るということになります。ですので，２９年度の活動

指標の推移に対して知見をいただいていると受け止めるべきだと考えます。ただ今後

につきましては委員がおっしゃられましたとおり，ＰＤＣＡで回していく中で，いた

だいた意見として見過ごすのではなく，この後議会へ提出し，市民に周知をしていく

必要がありますので，いただいた御意見だけではなく，少なくともそういった御意見

を踏まえて，できるところの改善などを行っていくところはあると思います。いずれ

にしましても，現在の教育振興基本計画は２８年度から３１年度に向けての計画です

ので，この４年間の振り返りも含めまして，来年度からは次期の教育振興基本計画の

策定に入っていきます。 

 

（下古谷委員）３５ページの「２－２ 教科学習における授業改善」のところで，「授業

において，「めあて」の提示と「振り返る」活動」というところがありますが，「振り

返る」ではなく「振り返り」ではないでしょうか。以下につきましては，「振り返り」
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が２つあり，これでよければ良いのですが。 

 

（教育長）須曽野先生の御意見の部分です。ここはどうでしょうか。先生からいただいた

文言ということになりますが，先生の御意見を尊重するか，修正するかということに

なります。 

 

（福嶋委員）これはそのままの方が良いかもしれません。 

 

（下古谷委員）カッコで書かれているので，同じ言葉が入るのだろうなと思います。一般

的には「振り返り」と言われています。 

 

（教育長）そうですね，「振り返り」という名詞に代えさせていただくのか，「「振り返る」

活動」という名詞ではないような気もします。 

 

（下古谷委員）カッコがなければそのままで良いと思いました。 

 

（教育長）委員の皆様はいかがでしょうか。 

 

（山中委員）カッコで囲ってありますので，１つの名詞として捉えるのかなと思います。

そういう意味では「振り返り」ではないかなと思います。カッコがなければ「振り返

る」で良いと思います。 

 

（福嶋委員）方法としては先生の御意見を尊重するか，打診をして確認をしてみるかのど

ちらかではないでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）「めあて」の提示というのはよく言われます。「振り返り」につい

ては，「振り返り」と止まることが非常に多いですが，ここでは活動というのが一緒に

なってきますので，活動にからめての表現かなと思います。振り返りであれば，「めあ

て」の提示と「振り返り」を両方というようになるのかなと思います。ここで先生の

言われているのは，「「めあて」の提示と「振り返る」活動」という２つなのかなと思

いますので，この先生の表現を尊重した方が良いのかなと思います。いかがでしょう

か。 

 

（参事兼教育総務課長）教育振興基本計画の基本事業の２－２の現状と課題のところに，

めあてと振り返りが出てくるのですが，そこの記述をそのまま読ませていただきます

と，「授業の冒頭に学習の見通しを立て（めあて），最後に振り返る活動（振り返り）

を行う」という表記がしてあります。点検・評価の項目だけを見ますと「授業でのめ

あての提示と振り返る活動を」ということですので，ここから推測になりますが，先

生の御意見の最初のところは「「めあて」の提示と「振り返る」活動」というのを使っ

ていただいており，振り返る，振り返り両方の表記もされていることから，先生に確
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認することもできますし，この御意見を尊重することも可能だと考えます。 

 

（福嶋委員）でもこれで文脈が大きく変わるという事はないので尊重してはいかがでし

ょうか。 

 

（下古谷委員）尊重していきましょう。 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）先ほど山中委員がおっしゃった３６ページの「３－１ 道徳教育」のところ

で，「チェックリストのようなものの作成」というのは違和感を感じました。先生が提

示されたことに対して私たちが議論する事は大事で，それが一番大事だと思います。

そのまま必ず受け取る，１００％受け止めると言うことではなく，これを基盤に来年

に向けた議論をしなくてはならないというので良いのではないでしょうか。 

 

（教育長）いかがでしょうか。御意見をお聞かせください。提言を提言として受け止めて，

検討しながら反映していくというのか，しっかりと取り組んでいくのかというところ

になろうかと思います。 

 

（福嶋委員）現場のことや，予算の関係などあるので１００％受け入れることは可能では

ないけれども，それ以前に先ほど山中委員がおっしゃったようなこの文脈はどうかな

という部分も，ひょっとしたらあるかもしれないので，それはそれできちっと議論さ

れて先に進めていただきたいと思います。 

 

（教育長）先ほど教育総務課長から話がありましたが，評価していただいた方の知見の活

用を図るということを視野に入れながら次年度の検討をしていくというところでよろ

しいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，お諮りします。議案第１８８１号｢平

成２９年度教育委員会活動の点検・評価報告書について」を原案のとおり承認するこ

とに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８８１号を原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）次に議案第１８８２号「学校運営協議会委員の任命について」をお諮りいたし

ます。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４７条の６第２項の規定に基づき学校運営協議会委員の任命を行うについて，

教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（教育支援課長）議案第１８８２号「学校運営協議会委員の任命について」を説明させて

いただきます。３ページを御覧ください。河曲小学校長から学校運営協議会委員の変

更申請がございました。９月７日付けで河曲小学校薗田雅司校長が病気による休職か

ら委員の辞職となり，当日付けで教育指導課川北浩司課長が河曲小学校の新校長とし

て就任しましたことによる委員の推薦でございます。説明は以上でございます。よろ

しく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（教育長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りします。

議案第１８８２号「学校運営協議会委員の任命について」を原案のとおり承認するこ

とに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８８２号を原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。報告事項１番目の「平成３０年度全国学力・

学習状況調査結果について」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「平成３０年度全国学力・

学習状況調査結果」について，御報告申し上げます。別冊となっております「教科」

編の資料を御覧ください。まず，鈴鹿市の教科に関する調査結果について説明させて

いただきます。２ページを御覧ください。１の「調査の目的」についてですが，義務

教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状

況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証して，その改善を図るとともに，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，それらの取組

を通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することとなっております。

２の「調査の対象等」につきましては，参加者人数は小学校３０校で，小学６年生１，

９２６人から１，９２７人，中学校１０校で，中学３年生１，８２９人から１，８３

８人でございます。３の「調査日時・内容」でございますが，調査方式は，今年度も

悉皆調査で，平成３０年４月１７日に行われました。教科に関する調査におきまして

は，国語，算数・数学，理科でございます。主として「知識」に関する問題「Ａ問題」

は身に付けておかなければのちの学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や，実生活に

おいて不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など
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でありまして，一方，主として「活用」に関する問題「Ｂ問題」は，知識・技能等を

実生活の様々な場面に活用する力や，様々な課題解決のための構想を立て，実践し評

価・改善する力などとなっております。理科につきましては，「知識」と「活用」に関

する問題が一体的に出題されております。続きまして，３ページ，４の「調査結果の

概要」について説明いたします。昨年度から，県及び市の平均正答率は，小数点以下

を四捨五入した整数で国から公表されております。その理由としましては，「少数点以

下の細かい桁における微小な差異は，学力面で実質的な違いを示すものではないこと」，

また「序列化や過度な競争を招かないため」となっております。鈴鹿市・三重県・全

国の平均正答率は表１，表２のようになっております。表のとおり小学校・中学校と

もに全ての教科におきまして，国平均を下回っております。次に，「（２）経年変化」

につきましては，４ページと５ページに小学校，５ページから７ページに中学校の結

果をグラフ１からグラフ１０でまとめております。７ページのグラフ１１は，小学校

の全国との差の経年変化，そしてグラフ１２は，中学校の全国との差の経年変化にな

ります。８ページのグラフ１３は，理科の全国との差の経年変化になります。平成１

９年度から３０年度までの平均正答率の経年比較をグラフで示してございますが，平

均正答率の変動は，国や県の動きとほぼ似た動きとなっております。本市の学力調査

の結果は，ゆるやかではありますが，年々改善傾向にあります。小学校では，国語Ｂ

を除く５教科中４教科で全国との差を縮めることができました。中でも，国語Ａ，算

数Ａ，理科は，平成１９年度の学力調査開始以来，全国との差が最も縮まっておりま

す。一方，中学校では，国語Ａ・Ｂと数学Ｂで昨年度と比較して差が開いてしまいま

したが，数学Ａ，理科では，小学校同様，学力調査開始以来，全国との差を最も縮め

ております。次に８ページのグラフ１４を御覧ください。「②Ｂ問題の記述式問題にお

ける全国と鈴鹿市との平均無解答率の差」についてですが，小中学校の算数・数学が

全国との差を縮め，数学については全国平均を少しではありますが初めて上回ること

ができました。一方，小中学校の国語は全国との差が広がりました。次に，９ページ

の「③全国の平均正答率を上回った教科数の経年変化」でございますが，グラフ１５

から，年々，上回る教科数が増加してきており，伸び率も高くなっております。続き

まして，１０ページからは，各教科の調査結果になります。平成２６年度から３０年

度の５年間の推移を示してあります。学習指導要領の指導事項に則った「３領域」と

「１事項」，そして３種類の「問題形式」に分けてあります。３種類の「問題形式」を

説明いたします。「選択式」とは，複数の選択肢から該当するものを選ぶ問題です。「短

答式」とは，漢字の読み書きや計算問題，適切な言葉を書くこと，文章問題を読み，

答えを求める問題です。「記述式」とは，問題を読んで必要な情報を取り出し，筋道を

立てて，根拠を明確にして説明する問題です。なお，Ａ問題には記述式はございませ

ん。まず，小学校国語についてです。ここからは，全国との差が縮まった教科は成果

を，差が広がった教科につきましては課題を中心に説明させていただきます。表３を

グラフにした，グラフ１６を御覧ください。Ａ問題につきましては，改善傾向にある

のがわかります。「書くこと」については，全国平均値を１.３ポイント越えておりま

す。しかし，改善傾向にはあるものの，「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」

に関しましては，比較的差が大きくなっております。１１ページの小学校国語Ｂにつ
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きましては，全ての領域で下降傾向にあり，短答式，記述式共に差が最も広くなって

おります。１２ページの小学校算数Ａですが，全ての領域で改善傾向にあり，特に「短

答式」の問題では，差はほとんどなくなっております。１３ページのＢ問題では，「図

形」の領域においては改善傾向にありますが，「数と計算」の領域及び，「記述式」の

問題が下降傾向で，差も広がりつつあります。１４ページの理科ですが，物質領域と

記述式問題で改善傾向にありますが，領域内において，生命領域が最も差が開いてお

ります。次に中学校です。１５ページの国語Ａ問題ですが，話すこと・聞くこと，そ

して読むこと，さらに，書くことにおいて下降傾向にあり，差も開いております。１

６ページのＢ問題におきましては，どの領域においても差が開き，特に話すこと・聞

くことに関しては落差が大きくなっております。また，選択式・記述式共に差が開い

ております。１７ページの中学校数学Ａ問題につきましては，数と式，そして関数に

関しては差を縮めており，特に数と式については，ほぼ差がなくなっております。ま

た，選択式，短答式共に差を縮めております。一方，資料の活用については，ほかの

領域よりも差が開いております。１８ページのＢ問題ですが，数と式の領域は，年々

差が縮まっておりますが，資料の活用については，差が開いております。１９ページ

の中学校理科におきましては，地学的領域が改善傾向にありますが，記述式では差が

開き，物理的領域は下降傾向にあります。次に２０ページの「６ 各教科に関する質

問紙調査の結果」について説明いたします。本稿の見方の３つ目のアスタリスクにも

ありますように，本市の課題を数値に四角で囲み表してございます。肯定的回答の割

合が７０％未満であるか，７０％以上であっても全国平均より５ポイント以上下回る

ものについては課題が大きいとみなしております。また，質問によっては，実態把握

にとどめ，課題としては取り上げていない項目もございますので御理解いただきたい

と思います。小学校国語におきましては，特に課題となる項目はございませんでした。

２１ページの小学校算数についての課題ですが，児童質問紙では，算数の勉強が好き

と回答した割合，及び学習したことを生活の中で活用できないか考えることに課題が

見られ，学校質問紙では，前年度までに発展的な学習の指導を行うことに課題が見ら

れます。２３ページの理科についての課題ですが，児童質問紙では，理科の授業が好

き，授業の内容理解，学習の生活での活用，自分の考えを説明したり発表したりする

こと，観察や実験について振り返ること，習ったことからさらに知りたいことがでて

くること，学校質問紙では，前年度までの補充学習，発展的な学習，観察や実験の計

画，宿題，そして与えた課題に対する評価や指導について課題が見られます。２６ペ

ージの中学校国語におきましては，特に課題となる項目はございませんでした。２７

ページの中学校数学についての課題ですが，生徒質問紙では，数学の勉強が好き，分

からない問題はあきらめずに考える，学習したことを生活の中で活用する，簡単な解

答方法を考える，公式などその根拠を理解する，最後まで答えることに努力する，学

校質問紙では，前年度までに，発展的な学習の指導を行うことに課題が見られます。

最後に理科です。２９ページになります。生徒質問紙では，勉強が好き，勉強は大切

だ，学習したことを生活の中で活用する，社会に出たときに役立つと思えること，自

分の考えを説明したり発表したりすること，理科室での実験等の頻度，予想をもとに

計画を立てる，結果をもとに考察する，観察や実験について振り返ること，最後まで
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答えることに努力すること，学校質問紙では，仮説をもとに観察，実験の計画を立て

させる，前年度までに，宿題を与えることに課題が見られます。各教科に関する質問

紙調査の結果については以上です。今後は，資料をより詳細に分析し，学力向上プロ

ジェクト会議等を活用して具体的な方策を立て，授業改善が一層進むよう，取り組ん

でまいりたいと考えております。以上で，教科に関する調査結果概要の説明を終わり

ます。引き続き，「鈴鹿市の質問紙調査結果概要」について説明させていただきます。

別冊「質問紙」編を御覧ください。これは，先ほどの教科に関わる部分を除いた質問

紙調査に関する結果でございます。表紙をめくって目次を御覧ください。児童・生徒

質問紙と学校質問紙を，「学びの質」，「家庭学習」，「教員の取組・研修」，「学校生活」，

「基本的生活習慣・家庭生活」，「家族・地域・社会との関わり」，「自尊意識，将来に

関する意識」，「規範意識」といった８つのカテゴリーに分け，分析してございます。

また，１番目の「学びの質」につきましては，その質に応じて「学習状況・指導方法」，

「言語活動」，「探究的な学習」，「読書活動」の４つに分類してございます。本資料の

見方は先ほどの，教科に関する質問紙のところでの説明と同じですが，課題と捉える

基準を，教科のところでは７０％未満としておりましたが，ここでは８０％未満とし

ております。そして，児童生徒質問紙と学校質問紙の両方の結果を合わせ見て，校種

別に課題を記載してございます。では，それぞれのカテゴリーにおける，本市の課題

について概要を報告させていただきます。１ページを御覧ください。まず，カテゴリ

ー１の「学びの質」における「（１）の「学習状況・指導方法」」ですが，小学校では，

以前に受けた授業での取組，２ページの中学校では，課題に対しての取組に課題が見

られます。次に，３ページの「（２）言語活動」を御覧ください。ここでは，小中学校

ともに，「自分の考えがうまく伝わるよう，工夫して発表すること」「話し合う活動を

通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすること」，さらに４ページの中学校では，

「言語活動について全教職員で検討すること」「言語活動について，学校全体で取り組

むこと」に課題が見られます。現行の学習指導要領でも次期学習指導要領におきまし

ても，学習の基盤として，各教科における言語活動の充実が求められています。学校

質問紙の内容は，授業改善へつながる教員へのメッセージであると捉えておりますの

で，一人ひとりの教員が意識して取り組むよう，今後も周知・啓発をしていきたいと

考えています。次に，５ページを御覧ください。「（３）探究的な学習」におきまして

は，小中とも，課題となる項目はございません。次に，６ページ「（４）読書活動」を

御覧ください。ここでは小中とも，昨年度同様「授業時間以外での読書時間」に課題

が見られます。「学びの質」については以上でございます。続きまして，７ページの「２ 

家庭学習」を御覧ください。家庭学習におきましては，小中ともに，特に「平日の家

庭学習の時間」「家で，自分で計画を立てて勉強をすることや予習・復習をすること」

そして「自学自習において，教科書を使いながら学習すること」に課題が見られます。

８ページの表１４の６７番，６８番，９ページの表１６の６４番，６５番から全ての

学校で宿題は出されており，評価・指導もされております。また７ページの表１３の

１１番，８ページの表１５の１１番から，９０％以上の児童生徒がきちんと宿題に取

り組んでいることが分かります。これらの結果から，児童生徒が計画を立てて，自主

的に学習に取り組む指導が求められます。これまでも家庭学習の充実については機会
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あるごとに説明をしてきましたが，今後も引き続き家庭とも連携しながら，家庭学習

習慣の定着を図っていくことが求められます。次に，１０ページ，「３ 教員の取組・

研修」を御覧ください。小学校では，教育課程の趣旨について，「家庭や地域との共有

をはかること」「校外の授業研究の場に定期的・継続的に参加すること」に課題があり，

中学校では，「教育目標の達成のために教育内容を組織的に配列すること」「教育課程

表について，目標や内容の相互関係が分かるように作成すること」に課題があり，そ

して，小中学校共通の課題として，１１ページ２１番と７７番，１２，１３ページの

２０番，３３番，７４番の「近隣の小中学校との連携に関すること」に課題がありま

す。小中の具体的な連携といたしましては，教育目標や教育課程に関する取組の共有，

全国学力・学習状況調査の分析結果等の共有，教職員の研修等の交流などが挙げられ

ます。本市でも，幼小中の連携は，中学校区単位での連携を推進しているところでご

ざいます。次に，１４ページ，「４ 学校生活」を御覧ください。中学校において，「学

級全員で取り組んだり挑戦したりする課題やテーマを与えること」に課題が見られま

す。次に，１５ページを御覧ください。「５ 基本的生活習慣・家庭生活」におきまし

ては，小中学校とも，「毎日，同じくらいの時刻に寝ること」すなわち，規則正しい生

活習慣に課題が見られます。次に，１８ページ，「６ 家族・地域・社会との関わり」

におきましては，小中学校ともに，「地域のことを調べたり，地域の人と関わったりし

たという認識の差」「地域の行事に参加すること」，「地域や社会で起こっている問題や

出来事に関心をもつこと」，「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えさせる

ような指導」「地域社会でボランティア活動に参加すること」に，課題が見られます。

また，中学校においては２０ページの表２８の５１番「地域の人材を講師とした授業

をおこなったか」に課題が見られます。次に２２ページ，「７ 自尊意識・将来に関す

る意識」におきましては，中学校で「自分にはよいところがあると思うこと」「将来の

夢や希望を持つこと」に課題があります。一人でも多くの子供たちに夢や希望を持つ

ことの素晴らしさを伝えたいという思いのもと，先日，河曲小学校で日本サッカー協

会が主体となって運営されている「夢の教室」を実施したところです。一流のアスリ

ートから，体験に基づいた話を聞かせてもらったことで，子どもたちは，夢を持つこ

との大切さ，失敗を恐れずにチャレンジすることの大切さを感じ取ってくれたと思い

ます。すずか夢工房の事業も継続して実施しておりますので，こういった事業の活用

を図りながら，今後も粘り強く，自尊意識や自己肯定感を高める取組を続けていく必

要があります。次に２４ページ，「８ 規範意識」につきましては，これまで同様，肯

定的回答がかなり高く，課題となる質問項目はありませんでした。しかし，どの質問

項目も，善悪が分かっていても，実践を伴わないことには，安心して学校生活を送る

ことには繋がりません。いじめなど質問項目にあるような場面に出合ったときに，高

い規範意識が実際に行動として現れるような指導を行っていくことが必要であると考

えます。以上で「鈴鹿市の質問紙調査結果概要」についての説明を終わります。今後

は，各学校での分析結果も共有しながら，成果を上げている学校の好事例とともに，

課題の収集も行い，下半期の取組に生かせるようにしていきたいと考えております。

以上で「平成３０年度全国学力・学習状況調査－調査結果概要－」の報告とさせてい

ただきます。 
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（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）各学校現場でどういう風な捉え方を持ってやっていくかということは，やは

り大事だと思っております。先ほど好事例をあげてという話をされたかと思いますが，

学校でばらつきというのはかなりあるものでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）委員がおっしゃられました通り，学校ではいろいろな取組がされ

ておりまして，効果的な取組に差があるのではないかということですが，実際学校一

つ一つの取組でそれぞれ課題も違いますので，当然取組方についても差が出てきます。

ですから一概にどの学校がしっかりやっていて，どの学校がやっていないという差は

あまりありません。ただ，取組方について学校全体で組織的に取り組まれている学校

というのは良い結果が出ています。校長のリーダーシップのもと取組は進められてい

るものの，なかなかその学年だけの取組であったり，全体の取組にまで至っていない

部分については，先程の好事例と比較しますと差が出てきているのは事実でございま

す。 

 

（福嶋委員）先生方のチームワークというのも大事と言う事ですね。 

 

（参事兼教育指導課長）はい，おっしゃるとおりでございます。先生たちがどれだけ 1つ

になれるか，どれだけ組織的に取組ができるかにかかってくると思います。そのため

には自分の学校の子どもたちにどんな課題があるのか，どういう実態があるのかとい

うことを組織的に捉えることができるかどうかにかかってくると思います。今後は子

どもの実態の捉え方や，全体で取組んでいく方法について指導していきたいと考えて

います。 

 

（教育長）質問紙と教科の学力との関連も非常に大きいということも感じていますが，そ

の辺いかがでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）質問紙調査と教科の点数の関連ですけれども，当然相関関係があ

るところがいくつかございます。本市で色々と捉えた部分としては，学習状況調査調

結果の活用，自己肯定感，主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善，カリキ

ュラムマネジメントなどの学校運営に関する取組状況，教職員の資質能力の向上，小

中の連携，地域や社会の学校への関わり，それと学習意欲の８つの点で質問紙調査か

ら出てくる結果，それと学力の部分とは相関関係があると捉えております。その辺の

相関関係を各学校において分析をするように指導しているところでございます。 

 

（教育長）学力を上げるために単にドリル的にさせれば即効性はあるかもしれませんが，

学力の定着には至らないのではないかと思います。学力を底上げするための下支えす

る部分を総合的に取り組んでいかなければならないということを強く感じます。 
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（福嶋委員）小学校では学ぶ楽しさというのは底辺にないとダメではないのかなと思い

ます。あまり先のことにとらわれず，遠回りではありますがそういった環境作りとい

うのは大事なのかなと思います。先ほど質問紙と学力との相関関係とおっしゃってい

ましたが，三重県の子どもさんというのは歴史的に奥ゆかしいところがあって，僕は

頑張っているんですと積極的にアピールするというところはやはり弱いと言われてい

ます。よく戦国大名にも突出した大名が出なかったというのも，神宮領だったから食

べることに心配なく，いつもお米もあったので欲張らずに頑張ろうという気分がもと

もとなくて，商売の面では天下を取るような方が現れたということがあるので，風土

的なものもあるのではないのかなと思います。また，必ずしも悪いことでは無いのか

なと思っています。 

 

（教育長）ありがとうございます。深い話も聞かせていただきました。ほかはよろしいで

しょうか。 

 

（山中委員）先ほど参事兼教育指導課長から課題を８つほど挙げていただきました。その

中でも特に鈴鹿市はこれを大事にしていくというか，各学校でそれぞれ独自の把握を

していかなければならないし，具体的な取組も校長中心にやっていただくと思います

が，全体的に主として教育委員会として全体の中に投げ入れていく部分で，大事にし

ていかなければならないと思います。そういったものがこの数字の中から見えてこな

いのかなと思います。例えば，小学校の算数の中でも算数が好きですかということや，

２８年度から３０年度にかけての数字の変化，主体性であるとか，問題を解いてみた

いと思いますか，という数値も下がっております。そのため，今，参事兼教育指導課

長が言っていただいた事項の肯定感であるとか，学習の意欲であるとかといった部分

について，福嶋委員が言われたように根底的に楽しいということを追求していく授業

が１番大事ではないのかと思います。本当に細かく追求していく事は大事なのですが，

それにとらわれてしまって重箱の隅をつつくようなことになってしまってはいけない

なと思いますので，今こそ教育委員会がおおらかに鈴鹿市はこれをやっていくんだ，

これ 1 本だけやっていくのだという位のつもりで大きな柱立てをしていくことも大事

ではないのかなと思います。これを分析するだけの時間は本当に大変であり御苦労だ

と思います。 

 

（下古谷委員）全体的に向上傾向にあるというのはよくわかります。質問紙の中で，子供

たちは宿題をよくやってくるとあり，宿題は比較的よくやっている方であるという結

果です。また，私は理系なので気になるのですが，ピンクの資料の２５ページの６９

番で「理科の指導として，家庭学習の課題（宿題）を与えましたか」という数字が非

常に少なくて，１６.７％とあり，子供たちは宿題等に対して真面目に取り組んでいる

ので，先生たちも何かやってほしいと思いました。部分的ではありますが，そういっ

た印象を受けました。課題というのは，宿題を与えすぎても大変な面もあろうかと思

いますので，特に理科系に関しては特に大変なのかなと思います。その辺をまた考え

ていただきたいなと思います。また中学校の数学について，１７ページのグラフの２
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３で，「資料の活用」については経年変化を見ると毎年差が広がっていて，改善傾向が

見られません。何か特有の課題なのかなという気がしましたが，もし原因等があれば

教えていただけませんでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）このグラフからも「資料の活用」については大きく差が開いてお

りますので，何らかの原因があるのではないかなと思います。ただ授業中にはこうい

う資料を活用して，読み取ってこの問題を解きなさいという授業をしているのですが，

子供たちは条件を与えられてそれをもとに文章化するとか，数学も同じように資料を

活用してこういう問題を解くとか，何か 1 つ潜って導き出すようなところに弱みがあ

るのかなと感じています。ですから日頃の授業においてはそういうところが改善され

るように，国語や算数と限らずにすべての教科においてそれを改善できるような取組

を考えていく，そういう取組をしていかないとなかなか改善できないのではないかと

思います。課題としては，そういうことではないかなと思います。 

 

（下古谷委員）例えばこの問題だからこういう資料を使えばいいとか，この問題であれば

こっちの資料だとか，資料そのものを選び出せないという問題はないのでしょうか。 

 

（参事兼教育指導課長）当然その辺どういう目的で何にどのような資料を探すという判

断力も必要かと思うのですが，授業中に何かを研究する場合，宿題をする場合，何か

を参考にするということができると思います。ただ，ここに出てきているのは何か問

題を解くときにあたって，この資料，この表を見てどうかというようなことになって

きます。 

 

（教育長）下半期に重点的に取り組むことについて，学力向上のプロジェクトから校長会

への提案ということで，国語であれば漢字，算数・数学であれば割合という２つ，そ

れから資料の活用や条件をつけて書くことということを全教科で取り組んでいきまし

ょうという提案をしていきながら，楽しい授業づくり，授業改善などにしっかり取り

組んでいきたいなと思っています。直前の対応だけにとらわれるのではなく，やはり

求められているところについて目標を持ってやっていきたいと思っています。全国の

平均正答率をすべての教科で上回るという１つの大きな目標に向かって頑張っていき

たいと考えています。引き続き頑張ってまいりますので，御支援いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項２

番目の「考古博物館 企画展①「中世陶器の魅力 椎山の中世陶器 part3」の開催に

ついて」と，報告事項３番目の「平成３０年度佐佐木信綱記念館 特別展の開催につい

て」は担当課が同じですので，一括してお願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の２番目考古博物館企画展①「中世陶器の魅

力－椎山の中世陶器 part3－」と報告事項の３番目平成３０年度佐佐木信綱記念館特
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別展「信綱と『心の花』の歌人たち」について御説明申し上げます。資料の１ページ・

２ページ・３ページを御覧ください。まず，考古博物館企画展①「中世陶器の魅力－

椎山の中世陶器 part3－」でございますが，平成３０年１０月２７日（土）から１２月

２日（日）まで開催いたします。「椎山の中世陶器」とは，加佐登町に所在する椎山中

世墓から出土した骨蔵器等でございまして，平成１２年に鈴鹿市の文化財に指定され

た考古資料でございます。「椎山の中世陶器」に関する企画展の第１回目は，博物館が

開館した平成１０年度に開催し，市内約１,３００箇所の遺跡の中でも，特に著名な遺

跡から出土した考古資料を紹介する試みとして実施したものでした。平成１７年度に

開催した第２回目の展示からも１０年以上経過し，今回改めて展示紹介するものでご

ざいます。今回の展示では，「中世陶器の魅力」と題して，椎山中世墓から出土した，

常滑焼，古瀬戸焼などの優品を中心に展示し，備前焼や越前焼など椎山中世墓にもた

らされなかった古窯の製品等もあわせて紹介いたします。関連講演会といたしまして，

平成３０年１１月１０日（土）午後２時から京都市立芸術大学准教授の畑中英二さん

をお招きし「中世陶器の魅力」と題しまして御講演をいただきます。続きまして，平

成３０年度佐佐木信綱記念館特別展「信綱と「心の花」の歌人たち」でございますが，

資料４ページ・５ページ・チラシを御覧ください。開催期間は，１１月７日（水）か

ら１２月１６日（日）までで３４日間開催いたします。雑誌「心の花」は，佐佐木信

綱を中心として，明治３１年に創刊されました。当時は，既成歌壇に対する批判をは

じめ，和歌の革新が盛んに論じられており，信綱も「心の花」を創刊，竹柏会という

短歌結社を創立することで，その運動に参加したのでした。創刊当初の「心の花」は，

様々な派閥が寄稿する総合雑誌の役割を果たしていましたが，和歌の革新運動が沈静

化した後は，竹柏会の純粋な機関紙となっていきました。「心の花」は，「ひろく，ふ

かく，おのがじしに」をモットーに，個性豊かな歌人たちを数多く世に送り出し，今

年で創刊１２０周年を迎え，短歌雑誌の中でも最長の歴史を誇っています。今回の特

別展では，近代以降の短歌の歴史を概観しつつ，「心の花」から出た歌人たちを紹介し

ます。なお，特別展期間中の１１月１０日（土）には，佐佐木信綱顕彰会との共同開

催で記念館２階の講座室において１３：００から講演会を開催します。第１部は，当

課学芸員が特別展解説をし，第２部は，「佐佐木信綱先生のことども」と題して，佐佐

木信綱顕彰会の川北富夫さんに御講演賜ります。また，学芸員による展示資料説明会

を１１月１７日（土）１０：３０からと１２月８日（土）１４：３０からの２回実施

いたします。講演会及び展示資料説明会への御参加とともに特別展により多くの方々

に来館いただけますようポスターやチラシ，市ホームページ，フェイスブック，文化

財ガイド等で市内外に広く周知を図って参りたいと考えております。以上で報告とさ

せていただきます。 

 

（福嶋委員）大伴家持の講演会にお邪魔させていただいて，たくさんの方がみえて高齢の

方が多かったようですが，満席になるほどの集客力があって，あちこちに鈴鹿市でも

文化の花が咲いているということを皆様に知っていただきたいと思いました。そのう

ち知事にも鈴鹿市は文化とスポーツと集客というように言っていただきたいなと思っ

ております。 
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（下古谷委員）企画展①として挙げられていますが，並行して②，③と企画されているの

でしょうか。 

 

（文化財課長）考古博物館の企画展は年２回実施しておりまして，今年度の１回目の企画

展ということで①とさせていただいております。特別展については夏に既に終わって

おりますので，あと②があるということになります。 

 

（下古谷委員）資料５ページの中で，「主な展示資料」の一番下に俵万智さんのサラダ記

念日があるのですが，チラシの方にはないのですが何かあるのでしょうか。 

 

（文化財課長）これにつきましては特に深い意図はございません。ただ，まだ著作権等が

ございますので，その辺の許認可の関係で遠慮させていただいたということがござい

ます。 

 

（教育長）ほかはよろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，次の報告

事項に移ります。報告事項４番目の「平成３１年度幼稚園児募集結果について」をお

願いします。 

 

（子ども育成課保育幼稚園ＧＬ）それでは，私からは，報告事項の４番目「平成３１年度

幼稚園児募集結果」につきまして，説明申し上げます。資料６ページを御覧ください。

９月１日から開始しました平成３１年度の園児募集の結果でございますが，まず，今

年度に休園している一ノ宮幼稚園を開園するかどうかの判断をするために，９月２１

日に集計した結果とその後，１０月９日に集計した結果を記載してございます。まず，

９月２１日時点の結果でございますが，一ノ宮幼稚園の申込者数は５人となっており

ます。幼稚園再編整備計画で示す中学校区内に他の公立幼稚園が存在する一ノ宮幼稚

園につきましては，「鈴鹿市立幼稚園の休園及び廃園基準」において，入園希望者が１

５人未満の場合は開園しないこととしているため，平成３１年度は開園しないことと

いたします。また，これにより一ノ宮幼稚園については，３年連続での休園となるた

め同基準に基づき，今年度末での廃園とする方向で今後手続を進めてまいります。な

お，定員を超えて申込みがされた園はございませんでしたので，抽選会は実施してお

りません。次に，１０月９日時点の方を御覧ください。９月２１日以降に申込み及び

キャンセルされた方と，一ノ宮幼稚園に申し込まれた方の希望する進路を反映した人

数となっています。その結果，４歳児の合計は２１７人であり，昨年度比２０人の減

少となっております。５歳児の合計は２５８人で，昨年度比３人の増加となっており

ます。学級数につきましては合計２３学級となり，このまま申込者数に増減がなけれ

ば，今年度と比べて１学級減少となる見込みでございます。以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 
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（福嶋委員）今回のこの入園予定者の数というのは，幼稚園の再編整備計画からはどうい

う風にお考えになっているのでしょうか。 

 

（子ども育成課保育幼稚園ＧＬ）幼稚園の再編整備計画については，各中学校校区に１つ

ということで，一ノ宮幼稚園については神戸地区ということで神戸幼稚園がございま

すので，一ノ宮幼稚園だけ１年保育というのが残っていた状態になります。これで人

数が１５人を切りましたので，一ノ宮幼稚園を廃園にした場合に幼稚園の再編整備計

画としては，中学校校区に 1 つ２年保育をやっていくという最終形になるような形で

す。 

 

（福嶋委員）そうすると，再編整備計画がどのぐらいの年度で実際になるという予想とい

うのはどうなっているのでしょうか。幼稚園や保育園については国でもいろいろな策

があるので一概に言えないと思いますが。 

 

（子ども育成課保育幼稚園ＧＬ）まず教育委員会が事前に作りました幼稚園再編整備計

画の１期，２期，３期という中で，幼稚園の整備というのは一区切りついた形になり

ます。子ども政策部の中に保育園と幼稚園が一緒に制度化されましたので，保育園の

方は平成２７年度から新しい子ども子育て支援制度が開始されまして，３１年度で一

区切りとなります。２０２０年度から新しい５年計画がありまして，今現在の公立幼

稚園，公立の保育所，それと私立の保育園・幼稚園を含めて，どういった形で保育を

鈴鹿市で進めていくかという計画を検討している段階でございます。 

 

（福嶋委員）２０２０年と言いますともうすぐですね。 

 

（子ども育成課保育幼稚園ＧＬ）今年アンケートを実施しながら進めて参ります。 

 

（教育長）ほかはいかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）６ページの資料の中で，栄と椿の幼稚園はかなり入園予定者が少ないです

が，今後の課題や予定があったら教えてください。 

 

（子ども育成課保育幼稚園ＧＬ）栄幼稚園については昨年度から複式学級，椿幼稚園につ

いても４歳５歳を複式学級ということで，１つのクラスで保育をしています。栄と椿

幼稚園では若干内容の違いはございますが，栄地区については保育園や認定こども園

が多く，椿幼稚園については実際に４歳５歳の人数が少なくなってきている部分があ

ります。その中で人数が１５人以下になっており，これから先どういった状況，７人

でも保育集団生活をしていく中ではギリギリかなということもありますので，新しい

計画の中にもどういう風に進めていくのか，幼保一体型などいろいろな計画を考えな

がら実施していきたいと思っております。 
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（教育長）ほかにはよろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他

事項に移ります。 

 

（教育長）｢１１月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）平成３０年１１月定例会でございますが，平成３０年１１月１６日（金）

午後２時４０分から愛宕小学校多目的室において，開催したいと存じます。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので，１１月教育委員会定例会を平成３０年１１月１６日

（金）２時４０分から愛宕小学校多目的室において開催することにいたします。 

 

（教育長）以上をもちまして平成３０年１０月教育委員会 定例会を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

１０月教育委員会定例会終了 午後５時１９分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 中道 公子 

 

委 員 下古谷 博司 


