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１２月定例教育委員会会議録 

 

【篠原委員長】 それでは、ただいまより１２月定例教育委員会を開催いたします。 

 

まず、１１月定例教育委員会の会議録の承認について審議いたします。委員の皆様方、

何かご質疑ございますでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員、ご異議なしと認めます。よって、１１月定例会会議録について

は承認と決しました。 

 

 それでは引き続き、委員長報告を私から行います。 

（委員長報告） 

11月23日（日） 

 

11月25日（火） 

 

12月４日（木） 

 

12月11日（木） 

12月12日（金） 

12月15日（月） 

午後１時15分より、高安千塚古墳群シンポジウムに出席。 

午後２時30分より、MOA美術館八尾児童作品展表彰式に出席。 

午後３時40分より、府教育委員会、府都市教育委員会連絡協議会及

び府都市教育長協議会役員による三者懇談会に出席。 

午後１時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午後２時30分より、臨時教育委員会に出席。 

午前９時30分より、校園長研修会に出席。 

午前11時30分より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

 

【篠原委員長】 引き続き、教育長報告を中原教育長よりお願いいたします。 

 

 

開 催 年 月 日  平成２０年１２月２２日（月） 

開 催 場 所  本館６階 大会議室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨 委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・藤田生涯

学習部長・濱野教育委員会事務局理事・杉分学校教育部次長兼総

務人事課長・中山学校教育部次長・倉本生涯学習部次長兼生涯学

習スポーツ課長・田中教育政策課長・橋本施設管理課長・藤井学

務給食課長・柿並指導課長・吉岡教育サポートセンター所長・渡

邉人権教育課長・大谷八尾図書館長・岸本文化財課長・梅北教育

サポートセンター所長補佐 
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（教育長報告） 

11月21日（金） 

11月22日（士） 

11月23日（日） 

11月25日（火） 

11月26日（水） 

 

11月27日（木） 

11月28日（金） 

 

 

11月30日（日） 

 

12月２日（火） 

12月３日（水） 

 

12月４日（木） 

 

12月８日（月） 

12月９日（火） 

12月11日（木） 

12月12日（金） 

12月13日（土） 

 

 

12月15日（月） 

12月17日（水） 

12月18日（木） 

 

12月20日（日） 

午後０時50分より、幼稚園教育・人権教育研究発表会に出席。 

午後７時30分より、美園小学校区タウンミーティングに出席。 

午前10時より、高安千塚古墳群シンポジウムに出席。 

午後７時より、市立小･中学校適正規模等審議会に出席。 

午後２時より、母と子の交通安全大会に出席。 

午後７時30分より、山本小学校区タウンミーティングに出席。 

午前９時より、行財政改革推進本部会議に出席。 

午後４時より、府教育委員会及び府都市教育長協議会  要望説明会

に出席。 

午後７時30分より、志紀中学校区タウンミーティングに出席。 

午前９時30分より、こども会親善つな引き大会に出席。 

午後２時より、文化芸術芸能祭  授賞式に出席。 

午後８時より、高安中学校区タウンミーティングに出席。 

午前９時30分より、部長会、男女共同参画推進本部会議及び市制60

周年記念事業推進会議に出席。 

午後１時より、臨時教育委員協議会に出席。 

午後２時30分より、臨時教育委員会に出席。 

午前10時より、市議会12月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時より、市議会12月定例会本会議（２日目）に出席。 

午前９時30分より、校園長研修会に出席。 

午前11時30分より、市議会文教産業常任委員会に出席。 

午前10時より、大正中学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時30分より、安全・安心なまちづくり講演会に出席。 

午後２時30分より、クリスマスの集いに出席。 

午前10時より、定例教育委員協議会に出席。 

午後７時30分より、竹渕小学校区タウンミーティングに出席。 

午後４時30分より、嘉定区幹部職員団  表敬訪問に出席。 

午後７時30分より、高美南小学校区タウンミーティングに出席。 

午後１時30分より、刑部小学校区タウンミーティングに出席。 

 

【篠原委員長】 先ほどの委員長報告にありました三者懇の内容につきまして、少し補足

いたします。３市の教育委員会の委員長の発表がございまして、最初が四條畷市の委員長

から新人研修の件、それから２番目が高槻市の二学期制の問題、３番目が大阪狭山市の保

育所と幼稚園の関連の問題でございました。 

 それでは、今の委員長及び教育長報告につきまして、何かご質疑ございますでしょうか。 

【百瀨委員長職務代理者】 教育長報告で、タウンミーティングの参加だけでも８回とい

う、大変な業務の多さを聞かせていただきましたが、タウンミーティングの構成メンバー

はどのようになっているかお聞かせ願いたいと思います。 

【中原教育長】 市からの出席については、市政全般について話をさせていただくのは市

長です。出席は両副市長と水道事業管理者と私の５名で、また、１０カ所のコミュニティ

センターに配置されているコミュニティスタッフが主に運営等を担当し、また地域の状況
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等を集約して、情報収集をしながら話をしていくという形で、タウンミーティングの冒頭、

市長から八尾市の概要について、例えば財政問題、人口問題、それから総合計画の問題と

いったことを話されて、八尾市全体の動きを話してからそれぞれの地域の個々の課題に入

っていきます。財政の大きな話が出てくるときもありますが、一昨日は水道に関しての話

が出てまいりました。市政に絡んでいろんな意見を交流したいという趣旨です。 

【百瀨委員長職務代理者】 教育に関して市民の声を生で聞ける場と思います。聞いてい

ただいた中で、教育委員会の業務にも反映していただければと思いますので、大変ご苦労

かと思いますがよろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 それでは、他にないようですので、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

 

１２月の議案 

議案第５６号 八尾市小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件 

 

 議案第５６号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱の件」につきまして審

議いたします。提案理由を田中課長より説明願います。 

【田中教育政策課長】 議案第５６号「八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員の委嘱

の件」につきましてご提案申し上げます。 

 八尾市立小・中学校適正規模等審議会委員を委嘱するにつき、教育長に対する事務委任

等に関する規則第２条第１４号の規定により、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由でございますが、先の１１月定例教育委員会におきまして、八尾市立小・中学

校適正規模等審議会委員の委嘱の件について議決を賜ったところでございますが、先日の

１２月定例教育委員協議会でご報告いたしましたとおり、後日、当審議会市民委員の公募

におきまして、メールアドレスに間違いがあったため電子メールでの受付ができなかった

事例が１件判明いたしました。この件につきましては、誠に申し訳ございませんでした。 

 今回、受付できなかった応募者について、改めて選考委員会を開催いたしました。選考

委員会において、応募書類に基づきまして選考を行った結果、この応募者を選定すること

となりましたので、新たに委員委嘱する必要があることから、八尾市立小・中学校適正規

模等審議会規則第３条の規定に基づきまして、本案を提出するものでございます。 

 次に、新たな委員候補者についてご説明申し上げます。恐れ入りますが別紙委員候補者

名簿案をお開き願います。 

 今回ご提案申し上げます新たな委員候補者は、根屋雅光氏でございます。 

 なお、新委員を加えまして、当審議会の委員は合計で１２名となります。 

 以上、はなはだ簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございますでしょうか。 

【安藤委員】 今回の選考の基準は、以前と同じようなものか、それとも別なのか、その

点を教えてください。 

【田中教育政策課長】 選考基準につきましては以前と同様でございます。作文によりま
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して選考することになっておりますので、今回も同じく作文によりまして、選考委員会に

おきまして選考委員に選定をいただきました。 

【篠原委員長】 追加するについての選考委員会は、いつ行われたんですか。 

【田中教育政策課長】 選考委員会は今月１７日に行いました。 

【篠原委員長】 この審議会の委員については、定員１５名ということで、私もかねてか

ら増やすように意見を述べていましたが、この根屋氏につきましては、先ほど説明があり

ましたように、コンピュータの関係で手続上の誤りがあったということでした。 

選考委員会の内容について、差し支えない範囲でもう少し詳しくご説明願えませんか。 

【田中教育政策課長】 まず当初に公募委員を選考しました結果、２名を公募による委員

として委嘱したわけでございますが、今回の選考にあたりましては、その２名の点数と同

等以上の得点という基準をまず選考委員会で決めさせていただきました。根屋氏におかれ

ましては、その点数を満たされましたため、選定したわけでございます。 

【篠原委員長】 それでは、その選考の基準をクリアされていたということで理解してよ

ろしいですね。 

【田中教育政策課長】 そのとおりでございます。 

【篠原委員長】 分かりました。その他、何かございますでしょうか。 

 それでは、他に質疑がないようでございますので、採決に移らせていただきます。議案

第５６号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんでしょうか。 

【全委員】 異議なし。 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって議案第５６号について、原案を適当

と認めることに決しました。 

  

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【篠原委員長】 それでは、引き続き報告事項に移らせていただきます。 

 音読指導教材開発プロジェクトについて、吉岡所長より中間報告をお願いいたします。 

【吉岡教育サポートセンター所長】 音読指導教材開発プロジェクト中間報告に関しまし

て、まず私からご説明いたします。 

 これから報告いたします音読指導教材開発プロジェクトにつきましては、八尾市独自の

具体的な学力向上策の一つの試みとして、６月末に教育推進担当部長よりプロジェクトチ

ーム立ち上げの指示があったものでございます。 

 これには、若手の指導主事が中心となりまして、校種も幼稚園・小学校・中学校から、

専門教科や領域、また所属する課も多様で、教育委員会事務局だけでなくこども未来部を

含めたメンバーで企画・研究を継続しているところでございます。 

 本日はその進捗状況について、趣旨、経過、方向性等を主に、音読指導教材開発プロジ

ェクトチームのリーダーの梅北より説明させていただきます。 

 今後、この研究を推進していく上での様々な課題、留意事項等についてご助言・ご示唆

いただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【篠原委員長】 梅北所長補佐、お願いいたします。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 音読指導教材開発プロジェクトにつきまして、

配付しております資料に沿いまして、概略をご報告申し上げます。 

 まず、趣旨でございますが、Ａ４横の資料をご覧願います。 
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 この資料につきましては、左の列が現状の認識、中央が答申等様々なところから持って

きたもので、右の列が朝の音読指導の概略でございます。 

 現状認識でございますが、様々な学力テスト等の結果から、思考力・判断力・表現力、

知識・技能を活用すること、生活習慣に課題があるということでございます。 

 また、八尾市内の小学校では、２９校中２７校におきまして、朝の読書活動が現在実施

をされております。また、この１０月に出されました「『大阪の教育力』向上に向けた緊

急対策」におきましても、音読等の徹底した繰り返し学習が示されたところでございます。 

 中央の列にまいりますが、平成１６年度の文化審議会答申「これからの時代に求められ

る国語力について」では、国語科教育のあり方が示されました。また、黙読よりも音読を

するほうが、脳がより活性化するとの脳科学の知見もございます。さらに、改訂された学

習指導要領でも、音読、暗唱についての表記もございます。 

 そこで、現在多くの小学校で取り組んでおります朝の読書活動に替わりまして、朝の音

読活動、略して朝音（あさおん）の実施を考えております。 

 目的としましては、 

①日本語の持つ美しい響き、文化に触れることにより、感性を磨き、豊かな人間性を育

成する。 

②多くの優れた名文に触れることにより、語彙力、文章力を磨き、豊かな表現力を育成

する。 

③一日のスタートを整然とした音読から始めることにより、規律ある学校生活を送る。

の３点を考えておりまして、ひいては学力の向上につながるものと考えております。 

 次に、期待される効果といたしましては、大きく４点を考えております。 

 １点目は、語彙数の増加、読書力・表現力・話す力・書く力の向上等国語力の向上でご

ざいます。 

 ２点目は、理解力・記憶力の向上に伴う集中力の向上でございます。 

 ３点目は、人の話を聞く、授業を受けることへの集中力の向上でございます。 

 ４点目は、朝一番に声を出すことによる頭と体の活性化でございます。 

 このうち、１点目から３点目につきましては、学力向上に関することであり、３点目、

４点目につきましては、豊かな人間性や落ち着いた学校生活につながるものと考えており

ます。 

 今後の方向性につきましては、平成２１年度はモデル校を中心に実践いたしまして、効

果検証を経て改善し、平成２２年度に小学校全校での実施を考えていきたいと思っており

ます。また、幼稚園で音を楽しむことへの広がりや、中学校への拡大等についても引き続

き検討してまいりたいと考えております。 

 次に、Ａ４縦の資料にお戻り願います。 

 プロジェクトの構成メンバーですが、先ほどもございましたとおり、教育委員会のみな

らず、こども未来部の指導主事にも参画いただいております。 

 続いて、これまでの経過について説明いたします。資料にも記載しておりますとおり、

これまでに４回のプロジェクト会議を開きました。共通認識を図り今後の課題について整

理した上で、音読指導の意義の明確化、教材の具体的な検討、効果検証のためのアンケー

ト、音読の様々な指導法、著作権等について検討を重ねてまいりました。 

 今後は、教育情報ネットワークに掲載するための準備を進めていく予定としております。 

 次に、音読教材の活用についてでございますが、朝の読書活動と同様、毎日行うことが
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基本になると考えております。また、この音読教材はあくまでも補助教材であり、国語的

な指導を求めているものではございません。従いまして、内容的には児童の発達段階に即

して適切ではないものも含まれております。しかし、十分に意味が分からずに繰り返し音

読した作品が、後年意味あるものになってくるということも十分考えられると思っており

ます。 

 また、先ほど申し上げました文化審議会答申には「読める漢字を増やすには、交ぜ書き

表記を、振り仮名を活用した表記とし、早い段階から漢字表記のまま子供たちの目に触れ

させていく配慮も大切」とございます。そのことから、漢字にはすべて振りがなをつけ、

未習の漢字もそのまま使用しております。また、高学年の児童で、漢字が苦手なことから

音読が苦手になっている児童にも対応できるようにしております。 

 また、教材につきましては、基本的に著作権の切れた作品を中心に掲載しております。

ただし、担任が授業に使用する目的で、必要部数のみを印刷・配付するのであれば、著作

権の侵害には当たりませんので、本教材以外の作品を独自に使用することもあり得ると考

えております。 

 今後の方向性につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、プロジェクト会

議では、引き続き誤字・脱字のチェックや、現在使用しております教科書との整合性、ま

た人権上の配慮につきまして、引き続きチェック・確認をしていきたいと思っております。 

 以上、簡単ではございますが、音読指導教材開発プロジェクトの中間報告とさせていた

だきます。 

【篠原委員長】 それでは、ただいまの報告につきまして、委員の皆様方からご質問ある

いはご意見を賜りたいと思います。 

【安藤委員】 私は、今の学校の現状は分からないのですが、朝の読書活動を２９校中２

７校が実施されているというお話で、実際にどういう効果があったかについて、データや

内容が分かれば教えていただきたいと思います。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 一つは、１日の生活が落ち着いて過ごせるよう

になったということがございます。また、１時間目の授業への集中力が上がっているとい

うことも教頭先生からのお話で聞いておるところでございます。 

【安藤委員】 もう一つお聞きします。これから全校につなげていきたいとおっしゃった

んですが、同じ教材を使うということですか、それとも各学校の方針でそれを変えていく

のか、その点をお聞きしたいと思います。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 各クラスの状況も様々と思いますので、一律と

は考えておりません。それぞれの学校、学級に即した教材、適した教材で取り組んでいた

だければと思っております。 

【篠原委員長】 この音読というのは非常に大事なことだと、私はこのプランに大賛成で

す。ちょっと難しいことを申し上げるようですが、禅の関係で「只管打坐」という言葉が

あります。「只管」とは「ただひたすら」という意味で、ただひたすらに禅に打ち込むと

いうことです。それをもじって、ある学者が「只管朗読」あるいは「只管音読」と言って

います。ただひたすら声に出して読むことが、先ほどの説明にありましたように、非常に

国語力のレベルアップにつながると思います。朝一番に１０分間声を出すことによって、

いろんな効果が表れてくるということで、非常に良い試みをなさっていると考えます。 

 その現場を見たことはありませんが、一斉にみんなが声を出して読む、あるいは一人ず

つ当てて音読するなど、色々な方法があると思います。朝の読書については既に２７校で
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行われているとのことですので、学校によって色々なやり方があろうと思いますが、その

点、今はどのように行われているのかを説明願います。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 朝の読書につきましては、好きな本をとにかく

黙って読むというのが一番の基本原則です。ですから、図書館や各家庭等から児童が本を

選んで持ってきて、黙々と読んでいるのが現状でございます。 

 朝音にする場合には、読み方は様々あると思います。一斉に音読する方法もありますし、

教師が範読した後から子どもが続けて読む方法もあります。また句点で区切って一文ずつ

読んでいくという方法もあると思います。様々な音読の方法がありますので、それらを組

み合わせながら、子どもたちが飽きないように指導方法を考えていきたいと思っておりま

す。 

【安藤委員】 将来のこととして、幼稚園や中学校にも広がりを検討したいとのことです

が、実際にもう呼びかけられているのですか。私は、感性ということを考えた場合、言葉

だけではなく内容についても「難しい」というのは大人が考えることで、子どもたちが自

分で感じていくものとして、例えば音楽というのはやはり感性のものだと思っております。

だから幼児のころから感性を磨くチャンスを与えてあげたいと思っております。 

【百瀨委員長職務代理者】 今、２７校の小学校が取り組んでいるという報告をいただき

ましたが、その中での現状として、こんなふうにしているという具体的な例等がありまし

たらお示し願います。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 朝の読書につきましては、学校によって様々な

形で取り組んでおります。毎日実施しているところから、週に２日というところも含めて、

実施日数や実施形態も様々でございます。ですから一概にこうだとは言えませんが、担任

の先生が教室に行って、子どもたちと一緒に先生も本を読むというように取り組んでいる

ところが多いと思います。 

【百瀨委員長職務代理者】 私が現場にいたときの中学校でも、読み聞かせ、また朝の読

書習慣に取り組んだ例を覚えております。先ほど所長補佐から報告がありましたように、

子どもたちは確かに集中力もつき、次の授業に対しても心構えができることを実感してお

ります。 

 これを取り組んでいくことについて、教育課程の中でどのような時間帯を考えておられ

るのか、朝の時間帯はどのように組み入れようと考えておられるのか、その点について具

体的なことをお聞かせ願いたいと思います。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 今現在、朝の読書活動を実施している時間帯を

そのまま変わらずというように考えております。従いまして、教育課程に位置付くもので

はないと思います。ただ、朝は様々な連絡事項等もございますので、その点についても考

えていかなければならないことは、今後の課題として残っておりますが、今の朝の読書活

動をそのままスライドさせるように考えております。 

【百瀨委員長職務代理者】 さらに付け加えて、学力向上のための調査等の中でも、コミ

ュニケーション能力をつけていくことは、大きな課題になっていると思います。そこで、

この取組みは大変大事な取組みの一つになるのではないかと考えますが、そういう取組み

の中で、地域の教育力と言いますか、地域の持っている力をこの時間帯に取り入れてやっ

ていくという考えはお持ちですか。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 今の段階では、子どもたち自身が音読するとい

うことで考えておりますので、地域の方のお力を得ながらとは考えておりません。 
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【百瀨委員長職務代理者】 確か八尾小校区だったと思いますが、読み聞かせということ

で、地域の方の協力を活用しながら、大変成果を上げていると聞いております。そういう

ことも含めて、今後の取組みの中で地域の方も巻き込んでできるならば考えていただけた

らと思います。 

 また先ほど、今後は幼稚園や中学校へも働きかけを拡大していきたいとお聞きしました。

確かに今後取り組んでいく中学校区単位での質の高い学力向上のためには、小学校から中

学校へ、また幼稚園から小学校へという連携が必要ですので、ぜひ小学校から中学校への

一貫した取組みも含めて十分にお考え願いたいと思います。 

【中原教育長】 随分膨大な資料で大変だったと思います。良い資料を作っていただきま

したので、ご活用をお願いしたいと思います。今まで朝読ということで朝の読書をやって

きましたが、説明にありましたように、みんなが自分の好きな本を、好きなスピードで、

好きなように読んでいます。今回は朝読ではなく、朝音にしたわけです。その違いで、各

自がそれぞれに読んでいくだけでなく、国語でするように一斉に音読するということもで

きます。 

先日、梶田叡一さんの講演がありまして、その前に本も買ってみようと思って「美しい

日本語のしらべ」という本を買いました。日本語の美しさを、こういった取組みの中から

から考えていけるように思います。五七調や七五調という日本の独特のしらべというもの

を感じさせたり、歌をみんなで歌おうというように発展させたりして、相乗効果が出てい

くだろうと思います。 

 今、大阪府の教育委員会でも、繰り返し学習として百ます計算を推奨しています。百ま

す計算をすることによって、集中力を高めたりしていくわけですが、読むことを通して集

中力を増させることも一つの方法で、両方とも必要だろうと思います。これをどう使うか

が一つのポイントになってくると思います。この取組みは教育ですので、子どもたちが好

きに読んでいるというのではなく、教育的な意図をどこで見出していくか、教師全員が目

的をきちっと持ってやっていくようにしていくべきだと思います。例えば、みんなで美し

いしらべを実感しようというやり方もありますし、また、好きなものを読んでいこうとい

うやり方もあります。いろんなやり方がありますので、これを教師全員で議論のテーブル

に乗せて、方向性をきちっと出していけたら子どもたちの力になっていくと思います。ど

この部分から入るかというのはそれぞれの学校に任されていますので、それはいいと思い

ますが、きちっとした意図は要ると考えています。今、朝読を行っていますが、とにかく

本を持っていって読ませたらいいということになると、時間の保障だけで、中身に基本的

な配慮をしていないことになりますので、その点をどこかで議論できるようにお願いした

いと思います。 

 国語の時間ではありませんので、必ずしも解説して進めていく必要はないですが、その

ときに出てきた言葉をきちっと教えて、理解させていくようにすべきだと思います。例え

ば、歌で「兎おいし、かの山」という歌詞を、「兎を食べたらおいしい」という意味に思

ってしまって、「兎を追った」だったのかと、しばらく経ってから知ったという話もあり

ます。学習するときに必ず意味を理解させてやらなければならないということではありま

せんが、難しい言葉も随分たくさん出てきます。新しい教育課程では、難しい言葉を出し

ていいし、難しい漢字も出していいということですので、ルビを打つという配慮はして、

分からない言葉が出てきた時には先生が補足してやるということも必要と思います。その

ためには、どこに教育的な意図を見出していくかということを、ご議論いただけたらと思
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います。 

【篠原委員長】 今の教育長のお話と関連があるのですが、その前に、この取組みは小学

校では２２年度から全校実施ということですね。中学校の予定は全然考えておられないの

かお聞きしたいと思います。 

【梅北教育サポートセンター所長補佐】 中学校については、小学校で２１年度にモデル

実施をいたしまして、その効果検証を経て、「このような効果がある」ということをきっ

ちり出した上で、中学校に広げていきたいと考えております。 

 また、声に出して読む、音読するということが、小学校の高学年ぐらいから段々抵抗が

出てまいります。中学校でいきなりそれをしますと、かなり抵抗があるかと思います。小

学校でやった子どもたちが中学校に上がっている段階になりましたら、中学校での抵抗も

少なくなると思いますので、２２年度から中学校への広がりを考えていきたいと思ってお

ります。 

【篠原委員長】 中学校も段階的に実施する予定だということです。 

 先ほど言いかけましたが、音読にしろ黙読にしろ、文学作品や古典で、いわゆる名作と

言われるものを読むことによって、精神的にも洗われるということがあると思います。 

それから先ほどのルビの問題です。これも大いに結構で、例えば「荒城の月」の歌詞は

小学生にとっては難しいです。向田邦子さんの随筆に「眠る杯」という本がありまして、

これは「めぐるさかづき」という歌詞を子どもが聞いて、「眠る杯」と勘違いしたという、

そういう随筆の本です。それはそれでもいいと思うんです。ちょっと難しいと思われるよ

うな名作も取り上げるのは、中学生ぐらいが適当だと思うんです。私は中学生のときに、

国語の先生に名作を読んでいただいて感銘を受けて、今でもまだ覚えているということが

ありますので、その点は将来的にどんどん発展する方向でお願いしたいと考えています。 

【山本委員】 朝読と朝音の違いで少し分かりにくいんですが、この音読教材を利用して、

低学年からやっていくということですが、朝読は好きな本を子どもたちが持ってきて読ん

でいますが、音読になれば、それがどうなるのかということです。音読は、同じ本を読む

のであれば分かりますが、好きな本を読むという朝読はどうなるのかが分かりにくかった

と思います。今、中学校でも朝読をしていますが、この目的は、朝、子どもたちが集中す

るためだと先生からうかがっていまして、朝の集中力についても確かに一時に比べてよく

なっているようです。中学校では好きな本を読んでいますが、音読が２２年度ぐらいに中

学校で実施される場合、音読であれば与えられた本になると思いますが、好きな本から与

えられた本に変わったときに抵抗を感じることが中学生には多いのではないかと思います

ので、その点は慎重に考えてやっていただきたいと思いました。 

【百瀨委員長職務代理者】 自分自身は、学力の向上について、当然その基盤は授業であ

ると思っています。そういうことから、朝音を全員で取り組んでいくことで、十分な授業

規律が成立していく、また学級集団のモラルが高いといった意識を育てることになってい

って、学級経営の充実にもつながっていく。そういうことを考えると、この取組みは大変

大事だと考えていますが、逆に言うと、この趣旨や目的をしっかりと教職員に徹底してい

くことが大事と思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

【浦上教育推進担当部長】 この音読教材には、大きく二つの意味があると思っています。 

 一つは、今年度の教育重点目標の中で、学力向上の手だてを各学校でしっかり考えてく

ださいとお願いをしております。それを考える中で、今実施している朝読についてもう一

度振り返っていただいて、うちの学校ではどうだろうかという検証をまずしてもらいたい
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という意図があります。その中で、教育委員会の指導主事がリーダーシップを持って作っ

たということを学校の先生方にお示ししたかったわけです。 

もう一つは、教育委員会の仕事は教育行政に携わることですが、八尾の子どもたちの学

力をつけるために、こういった教材を指導主事が作ったということで、先ほど説明があり

ましたように、これはこども未来部の指導主事も参画してくれています。そういう意味で、

指導主事のやり甲斐も与えたいという気持ちがありまして、このような組織づくりをした

わけです。そういうことも含めて、やり甲斐をもって教育委員会はこういう方向性でいく

ということを学校にお示しして、学校は、子どもたちの力をつけるために検証してもらっ

て、来年度どうするのかを考えてもらうという、そのことに大きく力点を置いているわけ

です。 

 ですから、先ほど百瀨委員からご指摘のありましたように、校長会にその趣旨をしっか

りとお話させていただいて、来年度から頑張っていただきたいと考えております。そして

また、来年度実施するモデル校に教育委員の皆様方も行っていただいて、また作った指導

主事も見に行くということもやっていきたいと思っていますので、ご理解の方、お願いし

たいと思います。 

【篠原委員長】 この件は、一つのアイデアだと思います。私もかねてから申し上げてい

る少しずつの進歩だと思います。それほど予算もたくさん入れられないわけで、とにかく

アイデアを出して、一つずつ発展していくという大きなうねりだと思いますので、今後と

も頑張っていただきたいと思います。 

 他に事務局から何かございますでしょうか。 

 それではこれで１２月定例教育委員会を終了したいと思います。 

 本日の署名委員に、山本委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 どうもご苦労さまでした。 
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