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八尾市教育委員会（４月臨時会）会議録 

 

【寺前委員長】 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、４月臨時教育委員会を開催いたします。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

【寺前委員長】 それでは、議事に入ります。 

 報告事項、平成１９年度全国学力・学習状況調査分析結果の件について、柿並課長より

ご報告願います。 

【柿並指導課長】 それでは、平成１９年４月２４日に実施されました全国学力・学習状

況調査の分析結果を文教産業常任委員会の各委員へ回答することについてご報告いたしま

す。 

 平成２０年３月１４日の文教産業常任委員会において、委員より、全国学力・学習状況

調査の分析結果の内容について、全国と比較して説明するように求められました。 

 教育委員会事務局といたしましては、本調査の意義・目的や、単に数値化することで、

過度の競争等につながるおそれ等が懸念されることから、本市の状況を一くくりにして、

全国平均より上か下かということにはお答えできない旨の回答をいたしました。しかしそ

のことについて、委員のご承認がいただけず、一旦大阪府教育委員会と協議した上で、改

めて回答するということになりました。 

 そのため、大阪府教育委員会と公表のあり方や他市の調査結果の取り扱い状況等につい

て協議いたしました。その内容を踏まえまして、小中学校それぞれの教科を知識と活用に

分けて、全国との関係においてどのような状況であるかをよりわかりやすい表現を用い報

告することといたしましたが、既に３月の定例教育委員会が終わっておりましたために、

本日臨時教育委員会を開催いただきご報告するものであります。 

開 催 年 月 日  平成２０年４月９日（木） 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

開 催 時 間  午前１０時００分 

出 席 委 員 

 

寺前 委員長 

篠原 委員長職務代理者 

百瀨 委員 

山本 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 



 

－2－ 

 まず、小学校の国語におきましては、知識の関する問題につきましては、ほぼ全国平均

と同水準でございます。活用に関する問題につきましては、全国平均をわずかに下回って

おります。 

 また、小学校の算数におきましては、知識に関する問題につきましては、ほぼ全国平均

と同水準でございます。活用に関する問題につきましても、ほぼ全国平均と同水準でござ

います。 

 次に、中学校の状況でございますが、国語におきましては、知識に関する問題につきま

しては、全国平均をわずかに下回っております。活用に関する問題につきましても、全国

平均を下回っております。 

 最後に、中学校の数学におきましては、知識に関する問題につきまして、ほぼ全国平均

と同水準でございます。活用に関する問題につきましては、全国平均を下回っているとい

う現状でございます。 

 以上のような内容で回答いたしますとともに、今後この調査結果だけでなく、本市が実

施してまいりました学力実態調査などもさらに詳細に検証し、指導方法・指導内容の工夫

改善に取り組むとともに、基礎基本の定着を目指し、自ら学び自ら考える力など、確かな

学力を育成する学校教育の創造に努めてまいりたいと考えております。 

 甚だ簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

【寺前委員長】 どうもありがとうございました。 

  ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、何かご意見ございますでしょうか。 

【百瀨委員】 一遍ちょっと確認だけさせていただきたいんですけれど。 

 分析については、過去、協議会等の中で十分に報告も受け論議もしたところであるんで

すが、今日のこの部分というのは、それに対するさらなる補足ということで考えていいん

ですか。 

【柿並指導課長】 分析につきましては、平成１９年１１月の協議会等でもご報告をさせ

ていただきましたとおりの内容でございます。本日の報告は、その内容をよりわかりやす

い表現に改めたものでございます。 

【百瀨委員】 わかりました。 

【寺前委員長】 私のほうから一つだけお聞きしておきたいのは、山本委員さんが１２月

に就任していただいております関係で、この全国学力・学習状況調査の意義・目的につい

て、我々前回にもお聞きはしているわけですけれども、再度ご報告願いたいと思います。 

【柿並指導課長】 全国学力・学習状況調査の意義・目的についてでございますが、２点、

国のほうから示されております。 

 一つは、全国的な義務教育の機会均等とその水準を維持するという維持向上の観点から、

各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより、教育及び教育施

策の成果と課題を検証し、その改善を図るということが１点でございます。 

 次に、各教育委員会・学校等が全国的な状況との関係において、自らの教育及び教育施

策の成果と課題を把握し、その改善を図るということが挙げられております。 

 以上、この２点が意義・目的ということでございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 意義・目的、２点について柿並課長のほうからご報告いただきました。 
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 その他について、委員さん方何かご質問ございましたら、どうぞ。 

【篠原委員長職務代理者】 先ほどの説明で、大阪府と協議を行ったということですが、

その具体的な協議の内容を、具体的かつ簡単に、ということでよろしくお願いいたします。 

【柿並指導課長】 ３月１９日に大阪府教育委員会小中学校課教務グループと協議をいた

しました。 

 はじめに本市の状況等の説明を行い、続いて府教委より大阪府の現状等についての説明

がございました。 

 協議の内容等につきましては、調査結果の取り扱い等については実施要領に基づいて行

うべきものであること、それから都道府県・市町村教育委員会等につきましては、学校名

等を明らかにした公表を行わないこと、それから３点目には、留意事項として、当該事務

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものについては、不開示情報として取り扱

うようなことといったことを、平成１９年８月の文部科学省通知に記載されている内容を

中心に、確認をしたところでございます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

【篠原委員長職務代理者】 大体、府との協議は理解できましたけれども、大阪府内で、

こういった程度の分析資料・結果を公開している市町村がどのくらいあるのか。把握され

ているところだけでも結構です。情報公開との関わりもありますので。 

【柿並指導課長】 府下の状況等について、協議の中で数市において全国との比較におい

て自らの市の状況を公開しているという市があるという情報をいただきました。ただ、点

数等による直接的な比較はなく、文章によって全体的な状況を示しているというような状

況であるということでございました。 

【篠原委員長職務代理者】 これは、我々も資料でいただいておりますように、豊中とか

箕面といったところを読んでみましたけども、皆大同小異というか、課長からの説明のあ

ったようなことになると思います。 

 新聞等によると、枚方の情報公開の問題もありまして、八尾市の文書も読ませていただ

きました。これで問題はないように思うんですが、ただ、１点、先ほどこれから分析結果

を各学校において出していくというようなことなんですが、この回答文で、知識と活用と

いう２つのファクターが、例えばどれが知識であるか、これはわかりやすいんですけれど

も、活用に関する問題はどういうのが活用に関する問題なのかというのは、ちょっと私ら

には理解しにくい点も若干ありまして。そこのところ答えられる範囲で。 

【柿並指導課長】 全国学力・学習状況調査のほうが、知識と活用というような形に分け

られておりますので、そのような表現を用いさせていただきましたが、平素用いているよ

うな言葉で言いますと、例えば知識というのが、いわゆる基礎・基本という部分になると

考えております。また活用につきましては、応用問題というところに当たると考えており

ます。 

 ただ、全国学力・学習状況調査の説明等によりますと、主として知識に関する問題とは、

「身につけておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼすような内容」。それから

活用に関する問題といたしましては、「知識、技能等実生活のさまざまな場面に活用する

力」というような表現を用いております。 

【篠原委員長職務代理者】 そうですね。今の説明で、国がそういうふうに大きく分けて
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おるということなんですが、私ども前にも資料をもらってたんですけれども、実際にもし

公開というような要求が出た場合、知識と活用だけで、これだけ見て満足なさるかどうか

わかりませんので、豊中とか箕面が作ってるようなものをそのときに添付して、「こうい

う問題が「知識」に当たりますよ」とか、「こういう分野が「活用」に当たりますよ」と

いうのを付けておかれたほうが、今後のためになると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

【山本委員】 先ほどご説明いただきました調査分析の結果なんですけれども、小学校と

中学校の分を先ほどおっしゃっていただいたんですけれども、ちょっとこの分ではまだす

ごく大ざっぱなような気がしまして、もうちょっと詳しく教えていただきたいなと思って

いるんですけれども。 

 保護者としましても、どういうふうに今後この学力結果を捉えていっていただけるのか

と思って、そういうことをちょっと教えていただきたいと思うんですが。 

【柿並指導課長】 まず、学力結果につきましては、市政だよりで公表させていただいた

ところですが、さらにホームページで、より詳細な内容についてご報告・公表させていた

だく予定にしております。 

 そういった市の状況等を、まず保護者や市民の皆様のほうに、より詳しく知っていただ

くというようなところが必要と考えております。 

 また、そういった中で、特に活用等に課題が見られますことから、今後そういった活用

について、どのように学力を高めていくのかというようなことについて、今年度、学力向

上推進事業等も実施してまいりますが、そういったことも実施をしながら、さらに研究を

進めていきたいと考えております。 

【寺前委員長】 今、柿並課長、市のホームページにとこういうふうにおっしゃったんで

すけれど、市政だよりは４月号でしたか、既に掲載もされましたし、私も見させていただ

いたんですけれども、ホームページはいつごろ予定なさっているんですか。 

【柿並指導課長】 起案のほうが先日回っておりましたので、近々アップをさせていただ

くことができるというふうに考えております。４月の早い時期に、市民の皆様にお知らせ

をしたいと考えております。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますか。 

【百瀨委員】 府との対応の中で、事務局としての姿勢というのはさっき聞かせていただ

いて、十分に自分たちも承知しておりますので、事務局の思いで進めていただけたらと。 

 ただ、こうやってやったテストですので、中身がどうなのか、今後進んでいく中身をど

う考えるかと、このあたりも前の論議の中ではいろいろ分析等の話はしましたが、今後ど

うしていくかということについてはまだまだ論議していませんので、１点、さっさ山本委

員もおっしゃいましたけど、今後に向けてどのように各学校で指導法改善等含めながら活

用していくのか、またどんな特色を持ってやっているような学校があるのか、その点につ

いては少し見える範囲の中でわかるようでしたら、教えていただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 全国学力・学習状況調査は昨年初めて実施をいたしました。その中で、

学力課題だけでなく、生活調査の中から、さまざまな児童生徒の生活上の課題等も見えて

まいりました。我々としても認識を新たにしたような内容もございました。それが単年度
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だけのものなのか、それとも市全体としてのものであるのかというようなことにつきまし

ては、今年度実施いたします全国学力・学習状況調査等の結果も見ていきながら、検討し

ていきたいと考えております。 

 ただ、本市におきましては、既に３年間にわたって学力実態調査を独自に実施してきて

おります。そういった結果等も踏まえ、例えば、もう各学校におきましては、様々な授業

研究、授業改善を行っております。具体的な例を少し挙げさせていただきますと、例えば、

いわゆる表現力、コミュニケーションというようなあたりが弱いというようなところから、

ホワイトボードを利用して自分の考え方を説明させるというような授業を取り入れたり、

また集団討議を授業の中で取り入れて、コミュニケーションの育成を図るというようなも

の、また学習振り返りカードというようなものを取り入れたりしているような学校も出て

きております。 

 また、指導方法につきましては、数直線の指導を行う際には、単に黒板に１本の線を引

くのではなく、帯状の線を引いて、子どもたちにわかりやすく説明をする工夫をしたりす

るような取り組みも始まっております。 

 また、授業研究会等の持ち方につきましても、全員で成果が共有できるような工夫を、

各学校のほうで今進めているような状況でございます。 

【百瀨委員】 学力向上推進事業という言葉も出てるんですが、これと関連して、どのよ

うに考えておられるのか。先ほどちょっとその辺は説明されておりませんでしたので、も

う少し詳しくそのあたりも含めてお話し願えたらと思います。 

【柿並指導課長】 本年度、学力向上推進事業といたしまして、特に中学校区を一つの単

位とした学力向上というものに取り組んでまいります。これは、いわゆる小学校、中学校

での成果ということではなく、八尾の子どもたちが小学校から中学校を卒業していくこの

９年間を見据え、中学校を卒業していく時点でどれだけの学力をつけていくことができる

か。 

 また、知・徳・体の調和のとれた育成ということを掲げておりますが、知・徳・体の調

和をとっていくためには、やはり系統的な指導や支援が必要ということでございます。 

 また、さらには家庭との連携、地域との連携というようなところも非常に重要になって

おります。 

 そういったところから、とりわけ学校におきましては、中学校区の中学校・小学校が連

携して子どもの学力に取り組む研究校を指定して、今年度その成果につきましては、学力

向上フォーラム等も開催しながら、八尾市全体として共有できるような形で進めてまいり

たいと考えております。 

【百瀨委員】 今おっしゃった中で、今年の重点目標の中の重点課題の中で、中学校校区

によっての９カ年を見通したそういう取り組みをしていくということですので、この点に

ついてはやはり指導法の改善には大変重要な場面になるかと思いますので、今後ぜひその

あたりは取り組んでいただきたいと考えております。 

 もう一点なんですが、ここに出ているのは、いわゆる教科的な数値・分析等は出てるん

ですが、やはり家庭教育的な環境、家庭調査ということも内容的には含まれてあったと考

えますが、その中で、やはり家庭教育そのもの、また家庭のいろいろ環境等を含めて大き

な影響があるのではないかなと。そのあたりはどのようにお考えなのか、１点ちょっとわ



 

－6－ 

かる範囲の中で聞かせていただきたいと思います。 

【柿並指導課長】 先ほど少し触れさせていただきましたが、今回、学力・学習状況調査

の中での生活実態調査、子どもたちの生活調査を見せていただき、八尾の子どもたちが本

当によく宿題に取り組んでいるんだなというようなことや、また私たちが思っていた以上

に、朝食等については子どもたちがとっているんだなというようなことも、認識を新たに

したところです。 

 ただ、一方で、宿題はするけれども、自分たちで課題を決めて学習するといった部分に

ついては非常に課題を有しているというようなこともわかってまいりました。またそうい

った部分と、学力・学習状況調査の平均正答率等とも関連があるというようなところも見

えてきております。 

 今後、そういったことを考えてまいりますに、やはり市が取り組んでまいりました、意

欲のある子どもの育成というようなところが一つ大きな課題ではないかと考えております。 

 そういったところで、当然家庭とも地域とも連携をしながら進めてまいらなければなら

ないのは言うまでもございませんので、今後ますます家庭への働きかけ、また家庭の力を

お借りするような形で進めていきたいと考えております。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 今、柿並課長からもお答えいただきましたように、意欲のある子どもたちを育成したい

と、今回の学力実態調査でも無答率が大変多かったということもございますし、そういっ

たあたりも含めて、ひとつ今後とも進めていただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

【中原教育長】 この間、テレビで放映されていましたが、日本の教育の中で他国が学ぼ

うとしているのは何かいうと、教材研究のことでした。教材研究は一つの教材をさまざま

な角度からどう教えていくか、どんな形で授業をやっていくかという研究を、日本では

日々やっている。それで勤務時間が長くなっているという話がありました。 

例えば子どもたちに、この部屋の天井を測ろう、幾らぐらいの広さがあるかというのを

測ってみようという提案を担任がするわけですね。子どもたちは天井を測りかけるんです

けれども、子どもたちはその中で、実は床と一緒じゃないかということに気づいていく。

そこで「平行」ということを学んでいく。そして出っ張りが出ているところをどう測るの

かを考える。これも例えば円という面積は測ることを勉強するんですけれども、ドーナツ

の形では、円の面積を二つ計算しなければならない。そういうことを考えさせていくこと

で応用力いわゆる活用力をつけさせていくということになるので、教員はいろんな仕掛け

をしていく、これが教材研究なんですけれども。こういうことを、今年度重点目標で大き

く打ち出した小中連携の中でやっていきたいと考えています。 

 いずれにしても、全国と比較してよかった、悪かっただけではなくて、構成しているの

は子どもたち一人ひとりですので、一人ひとりの子どもの課題を担任が、また指導者が的

確に把握して、この部分を伸ばしていくということを目標にしたいと思います。 

いずれにしても、重い課題をそれぞれが背負ったなという感じはしております。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 確かに教育長おっしゃったとおりで、学力の向上については大変重い課題ですし、最後

は先生方、いかに意欲を持ってやっていただくかということになるんじゃなかろうかと。



 

－7－ 

そういった意味では八尾市も研修等を通じて、先生方の意識改革、あるいは指導方法の改

善等についてもいろいろ取り組んでいただいていますし、こういったことは今後とも引き

続き精力的にやってもらいたい。そしてまた、先生方もそれを受けて、子どもたちの目線

で、どうつき合っていくのかというあたりも含めて、お願いしておきたいと、このように

思います。 

 委員の先生方、ご意見、その程度でよろしいですか。 

 今回の報告事項につきましては、さきの市議会３月定例会文教産業常任委員会におきま

して、委員より質問があり、その結果公表を求められたものでございます。 

 教育委員会といたしましては、ただいまの報告にあったとおり、結果公表について同意

するものといたしたいと考えますが、委員の皆さん方、よろしいでしょうか。 

【全議員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 全委員、ご異議なしと認めます。よって、ただいまの報告事項につきましては、報告の

とおり文教産業常任委員会の各委員に報告するものといたします。 

【中原教育長】 この件につきましては、市民の方々も保護者の方々も随分関心を持って

おられるというふうに思います。わかりやすい表現で保護者や市民に伝えていくというこ

とが必要でしょうし、逆に言えば、保護者や市民の協力も得られるということですので、

わかりやすい表現で、できれば伝えていただけるとありがたいと思います。 

【寺前委員長】 ぜひ、そのようにしていっていただきたいとこのように思います。 

 以上で、本日の議事につきましては終わりますが、この際、委員の先生方、何かご発言

ございますか。ございませんか。 

 そうしたら、事務局のほうから何かございますか。いいですか。 

 ないようですので、本日の臨時教育委員会は以上で終わります。 

 本日の署名委員に篠原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 

（署 名）篠原委員 

 

 


