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９月臨時教育委員会会議録 

 

【寺前委員長】 皆さん、こんにちは。 

 協議会に引き続きということで、お疲れでしょうけれども、臨時教育委員会を開かせて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【寺前委員長】 本日の日程としましては、報告事項としまして全国学力・学習状況調査

について、報告をお願いしたいと思っております。 

 まず、指導課長からご説明願います。 

【柿並指導課長】 ４月２２日に実施いたしました平成２０年度全国学力・学習状況調査

についてご報告いたします。 

 本調査は全国的な義務教育の機会均等と水準向上のため、児童生徒の学力・学習状況を

把握・分析することにより、教育の結果を検証し、改善を図ることや、各教育委員会、学

校等が全国的な状況との関係において、自らの教育の結果を把握し、改善を図ることを調

査の目的として実施されたものでございます。 

 調査対象は小学校の第６学年、中学校の第３学年の、原則として全児童生徒を対象とし

ております。 

 調査内容につきましては、昨年同様、小学生においては国語と算数、中学生におきまし

ては国語と数学の調査となっております。また、別に生徒・学校に対して生活習慣や学習

環境等に関する調査を実施しております。 

 調査用紙Ａは、主として知識に関する問題、調査用紙Ｂは、主として活用に関する問題

となっております。この調査結果が８月２９日に各学校に返送されてまいりましたので、

各学校において９月５日には保護者に渡るように児童・生徒を通して個人票を返却いたし
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ました。 

 今年度の全国学力・学習状況調査の結果でありますが、まだ十分な分析を行えておりま

せんので、全体的な概略の報告をさせていただきます。 

 小学校におきましては、国語の主として知識に関する問題は、全国と同水準であります

が、国語の主として活用に関する問題は、全国をわずかに下回っております。 

 算数の主として知識に関する問題、主として活用に関する問題ともに全国とほぼ同水準

であります。 

 中学校におきましては、国語の主として知識に関する問題、主として活用に関する問題

ともに全国をわずかに下回っております。 

 数学の主として知識の関する問題は、全国と同水準でありますが、主として活用に関す

る問題は、全国をわずかに下回っております。 

 また、大阪府との比較におきましては、小学校の算数の主として知識に関する問題は、

わずかに上回っており、その他につきましては小中学校ともに府とほぼ同水準となってお

ります。 

 今後、調査結果を可能な限り分析し、本市の児童・生徒の生活や学習状況の把握と授業

内容、指導方法の改善に活用するとともに、今回ご報告いたしました概要とあわせて、で

きるだけ早い時期に保護者等に情報提供してまいりたいと考えております。 

 甚だ簡単ではございますが、以上で報告を終わらせていただきます。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 引き続き、教育長より、一昨日にありました臨時の市町村教育長会議にご出席いただい

ておりますので、その件についてご報告願いたいと思います。 

【中原教育長】 既に報道等でご承知のとおりですが、９月１０日に市町村教育長会議が

府教委により招集されまして、様々な説明を受けました。補足を含めて報告させていただ

きたいと思います。 

 まず報告の中身で、学力・学習状況調査の大阪府の結果についてですが、府では、昨年

の調査と比べて差は縮まったが、全国に比べてすべての教科、またそれぞれの教科には

Ａ・Ｂ調査がございますので８区分になりますが、そのすべての区分で下回っているとい

う状況です。 

 大阪府の特徴として、学力の高位層つまりたくさん正答している層が少なくて、なかな

か答えられなかった低位層が多いということです。 

 また、これもずっと課題になっておりますが、無回答率が高い。 

 それから、資料を読んで自分の考えを説明することや根拠を説明するというような、ま

とめたり説明したりする力が不足しているとのことでした。 

 生活面をあわせた生活状況について、大阪の子どもたちの特徴として、朝食をとってい

ない子どもの率が高い、就寝時間が遅い、生活習慣の確立が不十分である、それから家庭

学習等も全国平均を下回っているとのことでした。 

 この問題を市町村としても課題として重く受けとめてほしいということで、知事より教

育非常事態宣言が出されたのはご承知のとおりです。 

 このような状況でございましたが、昨年度の１回目の結果と重ねて分析したところでは

幾つかの点が出てきています。 

 一つ目は、授業の工夫・改善の取り組みを進めた学校は、やっぱり学力が確実に身につ
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いてきているということです。各市町村でも不足している力を分析して、そこを取り組ん

でいただきたいとのことです。 

 二つ目ですが、この調査は国語、算数・数学についての調査ですが、小学校では担任の

先生がほとんど教えるので比較的課題になりやすいが、とりわけ中学校では学校全体の課

題になりにくい部分がある。ですから学校全体で、例えば表現力や思考力や判断力といっ

たポイントをしっかり全職員で課題を解決するよう、学校全体でまとまって課題解決をお

願いしたいとのことでした。 

 三つ目に、家庭や地域との連携がないとできない部分で、我々もこれまで言ってきたこ

とですが、先ほど申し上げました朝食や就寝時間の関係や家庭環境の問題、家庭学習の問

題が、これで学力を支えている部分もございますので、ここをしっかり家庭や地域と連携

してやっていかなければならない。 

 それから四つ目に、無回答が多いということで、根気や耐える力、一つの物事をしっか

り最後までやり通すことが、日ごろからの学習形態でも必要だということでございました。 

 府の「学び舎」などの授業も事業として行っているので、府の施策を市でも活用をお願

いしたいとのことでした。 

 それから、今話題になっております調査結果の公表で、平均正答率の問題が出されまし

た。文部科学省から示された実施要領に基づいて市町村の平均正答率を含めた公表を求め

られたというのは新聞紙上でも書かれてありましたが、府教委の説明では、実施主体は文

部科学省でありますし、参加主体は市町村教育委員会で、市町村教育委員会の自主的な判

断で調査結果や平均正答率も公表できるということですので、これについてどのような形

で公表していくのかについては、今後教育委員会でも検討していくことになると思います。 

 ただその際、平均正答率という数字だけではなく、子どもたちが中心におりますので、

市の課題を明らかにして、その課題解決の取り組みが子どもたちの学力向上につながるよ

うなことをやっていかなければ何もなりません。当然、数字を表しただけで学力が上がる

わけではありませんので、具体的な取り組みを持って、しっかり明示していくこと。それ

から、誤認されてしまうのは、調査で明らかになった国語や数学・算数は学力の一部であ

ってすべてではない。だから数値を表す場合には、読み取り方もしっかり示して、その方

向を明らかにしていくことが必要ではないかと思います。 

 また、教育委員会や学校などが改善計画を示していく。どんな形で改善をしていくのか、

子どもたちの学力を上げていくのかということは当然示していかなければなりませんし、

平均正答率だけがひとり歩きしては、何のための調査か分からなくなってしまいますので、

改善計画を含めて取り組みをしていく必要があります。 

 それから、保護者や地域の理解や協力を得て進めなければならない。これは先ほど申し

上げたような基本的な生活習慣や学習習慣、学習環境の問題が家庭ともリンクすることで

ございますので、やはりこの改善が学力の向上を後押ししてくれるだろうということで、

保護者や地域との協力が不可欠であろうとのことです。 

 それから、私たちもこれを懸念しているところですが、学校間の序列化、過度の競争に

つながらないように、十分配慮していかなければならないということです。公表の場合に

はこのようなところに注意してくださいとのことでした。 

 昨年度も、本市としても公表しているわけですが、今後結果分析を進めていきまして、

どんな形で公表するのかを考えていくことになるだろうと考えているところです。 
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 以上、９月１０日にありました市町村教育長会議の大体の中身です。新聞紙上と余り変

わらないと思いますが、重ねて報告といたします。 

【寺前委員長】 ありがとうございました。 

 今、指導課長並びに教育長から、一昨日の臨時の教育長会議の内容についてもご報告が

ございました。この件について委員の先生方、何かご質問等ございましたら、お聞きした

いと思います。 

 先ほど、教育長からご報告ございましたように、知事の発言もございまして非常にセン

セーショナルなできごとになっておるわけでございます。八尾市としましても、前回の調

査結果について、分析ではございますが公表したところでございます。 

 今回、大阪府の教育長からも要請があったということで、どこまで公表するのかという

点が、今後の最終的な結論になっていくのではなかろうかと思います。大変大きな問題で

ございますし、慎重に分析結果等、また今後につながる課題の解決、あるいは子どもたち

の目線や市民の皆さん方のご意見や要望等も踏まえて、最終的な結論は出さなければなら

ないものと思っております。 

【篠原委員長職務代理者】 事務局にちょっと質問なんですが、この学力調査は、去年は

問題を大体見せていただいた記憶があるんですが、今年の分につきましては、新聞報道で

見ておるような問題以外は、我々もまだ承知していないわけですね。 

 そこで、去年行われた試験と今年行われた試験とでは、大体傾向としては似ているんで

はないかと、私個人的には感想を持っているんですがその点はどうか。昨年の結果が出て

色々と分析が行われて、それの課題解決に向かって各学校で色々と努力なさったと思いま

すし、１年後というのは余りにも短いような感じが私はするんですが、それはさておき、

去年の問題と今年の問題とは概ね傾向として似ているのか、あるいはこういうところが全

く変わってしまったというのがあるのか、そういった特徴について教えていただきたいと

思います。 

【柿並指導課長】 先ほども申し上げましたように生活に関する質問紙ですとか、学校に

関する質問紙等については、分析は全く手つかずの状態でございます。学力に関する部分

に関しましても、十分な分析はできておりません。 

 ただ、全体的に小学校、中学校ともに活用に関する問題に課題があることは昨年と共通

しております。 

 また、小学校に比べて中学校の課題が大きいこと。先ほど教育長のご説明にもございま

したが、そういった点は昨年度と全く同様の傾向を示しております。 

【百瀨委員】 初めに確認だけさせていただきたいんですが、この「全国学力・学習“状

況調査”」を、「学力“テスト”」と、言葉の上で混同されているんではないかなと。再

度はっきりとここで学力の「学習状況の調査」なんだと。これを根底に据えて、分析して

色々出てくる問題を考えるに当たっては、ここをきっちりと押さえておいてほしいと思い

ます。 

 そういう中で、昨年度もこういう調査が行われましたが、昨年度はどのように分析結果

等を各学校で公表されたか、市教委としてそこをきちっと把握されているのかどうか、ち

ょっとお聞かせ願いたいと思います。 

【柿並指導課長】 まず、調査の名称につきましては、今ご指摘いただきましたように、

「全国学力・学習状況調査」と最初に申し上げましたとおり、全国の児童・生徒、また本
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市の児童・生徒が、学習内容についてどの程度理解できているのかということについて調

査する目的で実施されたものと認識しております。 

 ただ、最近の新聞報道等を見ますと、一部の新聞では「学力テスト」という書き方をし

てございますので、混同されている方々がおられるのではないかと懸念しているところで

ございます。 

 次に、各学校の公表状況でございますが、昨年度は調査結果が返ってまいりましたのが

非常に遅かったということもございます。その後に分析等を進めてまいりました関係で、

本市もそうですが、多くの学校で公表が年を明けてからという状況がございました。 

 そういう中で、各小中学校ともにそれぞれ学力課題の分析を進めていただき、調査結果

の内容につきまして、例えば学校通信やＰＴＡ通信、またＰＴＡの会合等で学校の課題等

をお示しいただいたものと認識しております。 

 また、その内容につきましては、それぞれの学校がそれぞれの課題に応じて工夫をされ、

文章でできるだけ分かりやすいように保護者にお伝えになっているものと考えております。 

【百瀨委員】 昨年度行われた中で、教育委員会として各学校に向かって、どのような教

育施策をしたのか、そしてその成果はどうであったか、その課題を十分把握した上で、今

回の結果との関係を十分に分析していかなければならない。それをきっちり押さえている

か、再度きちんと詰めておいてほしいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 今回、点数の公表だけで終わることにはならないように、生活状況とのつながりもある

ので、やはりその分析とリンクをどうしていくのか、生活習慣等も含みながら捉えていく

よう分析していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

【篠原委員長職務代理者】 これは、全国学力・学習状況調査で、まさしく百瀨委員がお

っしゃったとおりであります。その中で学習状況調査は、生活習慣、とりわけ色々な生活

状態というのは調査しやすいように思うんです。しかし、「学力」とは一体何かというこ

とになると、学力向上という言葉として使われますが、その学力というのはどういった学

力なのかということを根本的に考えて、例えば算数の掛け算ができる、割り算ができると

いうような問題じゃないと思うんですね。学力向上、学力アップというのはもっと総合的

なものだと思う。 

 調査の問題がどのようなものかは知りませんが、そういった点がこの調査で読み取れる

のかどうか。読み取れたらそれは非常に結構ですが、八尾市の児童・生徒の学力が向上す

るには、一体何が一番大事なのかという根幹から考えるようにしていただきたい。 

 そしてまた、今後色々なデータも出てくるかもしれませんが、そういったことも踏まえ

て検討していただきたいと思っております。 

【柿並指導課長】 今ご指摘いただいたとおりであると、私どもも認識しております。ご

指摘いただきましたように、今回の全国学力・学習状況調査で示された学力というものは、

児童・生徒の学力の一部と認識しております。 

 また、文科省等の通知におきましても、学力調査の公表に当たっては、これが学力の一

部であることをしっかりと明記するようにというご指摘もございます。私どもといたしま

しては、この学力調査のみで学力をはかるのではなく、各学校の日々の学習活動の中で、

児童・生徒の良いところや、取り組んでいる内容等をしっかりと見ていくことで、子ども

たちの学力の状況を見ていきたいと考えております。 

【中原教育長】 指導課は特に学校への指導で、指導主事がたくさん授業研に行っている
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と思います。割と学校が取り組みやすい数学や算数というのが多いのか、それとも今課題

になっている国語の表現力がなかなかうまくいっていないというので、その研究が進んで

いるというのかということで、指導課として研究授業等に行ったときに、色んな学校の課

題として出てきているものが何かあれば、ちょっと教えていただけますか。 

【柿並指導課長】 各学校は年間のテーマを設けて学力向上に取り組んでおります。その

テーマにつきましては、やはり国語と算数・数学に中心を置いて研究を進めている学校が

非常に多いという認識を持っております。 

 正確に数を読んできたわけではございませんが、とりわけ最近私が感じておりますのは、

伝え合う力をいかに高めていくかという、いわゆる表現力という国語を課題において、そ

の課題から算数や他の教科へそれをどう活用していくか、またはその他の教科の中でどう

高めていくかという取り組みをされている学校が多いという印象を持っております。 

【中原教育長】 課長の説明にあったことですが、今子どもたちに表現する力や、コミュ

ニケーション能力がついていないのではないかと思います。それから読解力がないために、

理科や数学でも読み取りが不十分で的確に答えていけないというところもあります。 

 昨日、中学校の視察に行ったのですが、朝の読書で読書力を高めている。併せて、いわ

ゆる耐性といいますか、読ませることによって雰囲気をつくっていき、読み続けさせる。

１５分ずつですが、それが１週間たまれば１時間以上の時間になりますし、そのようなと

ころで「続けさせる」ということを各学校が工夫していると感じているところですが、そ

のあたりも色々学校が研究されておりますので、引き続き支援していきたいと思います。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 学力の向上ということになれば、当然生活習慣あるいは自学自習・学校での学習も含め

て、非常に複雑に絡み合ってくるわけでございます。さらには先生の指導力の質の向上も

含めて大きなウェイトを占めると思います。 

 先ほど朝の読書ということも言われていましたが、やはり静かな状況で座って勉強する

という生活習慣が非常に大事と思います。教室がざわついているようでは学力の向上もな

かなかおぼつかないと思います。そのように非常に多岐にわたって複合的に絡んでおると

思いますので、一つの面だけを捉えて学力の向上にはなかなかなりにくいと思います。ま

してや、１年２年でそんなに顕著に出てくるものでもなかろうと思います。 

 いずれにしましても、日ごろから長期にわたって継続して取り組まなければならないと

思いますし、この公表についても指導課長や教育長もおっしゃいましたように、ただ単に

数値だけを公表するのではなく、それに対する課題にどう取り組むのかといったことも十

分検討しながら、あるいは周りの関係する方々のご意見も聞きながら、そういうことも含

めて分析していくというのが、現状での事務局の意見であると思います。 

【浦上教育推進担当部長】 まず、学力向上に係わる課題については、今指導課長も申し

上げましたが、１時間目から授業に入っていくまでの準備段階として落ちついた環境づく

りがやはり一番大切と考えております。 

 先ほど教育長からお話がありましたが、昨日中学校に行きまして、朝の読書活動をやっ

ておられました。大変落ちついた中で、みんなが話もしないで本を読んでいる姿を見まし

た。これならば１時間目がスムーズな授業規律のもとで授業が行われると感じまして、そ

の後も見てましたが、やはり１時間目もスムーズに授業をされていました。これが本来の

学力向上に係わる一番大切な部分と感じました。 
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 それと、これは新聞紙上で色んな形で発表されていますが、授業に臨む教師の力が一番

大きなものと思いますし、また、学力向上に向けて、放課後に補充的な学習が必要な子ど

もたちを集めて勉強するのも必要と思います。また、宿題を通じて家庭での学習の習慣を

しっかりつけさせる。そのためにはやはり保護者の協力も必要ですし、その中で子どもた

ちの力、学習する雰囲気になっていくかと思っております。 

 今、寺前委員長からご指摘ありましたが、今後は十分この学力・学習状況調査の結果を

八尾市として踏まえながら、どのように課題を解決していくのか、またどのような形で市

民あるいは保護者の方々に公表するのかということも、これからしっかりと委員会の中で

も研究して、そして委員の皆様方と色々と議論を深めていきながら、進めていきたいと考

えていますので、これからスタートと考えております。そういうことでよろしくお願いし

たいと思います。 

【篠原委員長職務代理者】 先ほどの説明では、９月５日に児童・生徒個人に結果を渡し

ているわけですね。その際の児童・生徒の反応、あるいはそれ以降に、保護者から何らか

の問い合わせ等があったのかどうか。うがった見方をすれば、この学力調査に関しては、

子どもたちは普段の学校のテストあるいは実力テストよりも、言葉が悪いんですが、重大

視していない感じを持っているんではないかと思うんですが、学校から、あるいはそれに

ついて保護者からレスポンスが何かありましたら、教えてください。 

【柿並指導課長】 まず、子どもたちの反応につきましては、直接学校からお聞きしてお

らず、詳しい状況については十分な把握ができておりませんが、ただ全国学力・学習状況

調査の調査結果はそれぞれ個票になっておりまして、個票に示されております情報は、漢

字を正しく書くというところでは例えば「責任」という漢字が書けたのかどうかというこ

とが示されていたりと、内容中心に書かれておりますので、子どもたちがそういった点を

十分に理解して、自分の学習に生かすことができるような形で担任の先生方からお返しし

ていただくようにお願いしている状況でございます。 

 また、９月５日にお返しいたしましたのも、実は指導課内部でも十分検討いたしまして、

例えば懇談のときに保護者と懇談をしながらお返しするのがよいのではないかという議論

もございましたが、９月当初に返ってまいりまして、懇談はもう２学期の後半になってし

まいましてタイムラグもございますので、まずは保護者また子どもにお返しするのがよい

のではないかということで、この９月５日というできるだけ早いタイミングで返却させて

いただきました。 

 保護者からのお問い合わせ等については、特に教育委員会にはございません。先日も校

長先生方とお話する機会がございましたが、その中でも、とりわけ中学校ではテストの回

数も非常に多いこともございますので、学校のテストの一部という捉え方をしているとい

うようにも聞いております。小学校につきましても、とりたてて保護者から何らかのご質

問があったというお話はございませんでした。以上でございます。 

【百瀨委員】 冒頭に教育長から府教委の意向についての話が出たわけですが、やはり調

査をした限り、フィードバックして、そしてその説明をしていく責任を負っていかなけれ

ばならない。 

 その中で、何らかの方法で結果を公表していくと思いますが、正答率のことも含め、今

後それらの分析・公表についてはどの時期でやろうと考えてるのか、明確に答えていただ

けたらと思いますがいかがですか。 
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【柿並指導課長】 分析につきましては、とにかく今学期中のできるだけ早い時期に分析

を終えたいと考えております。 

 今ご指摘いただきましたように、昨年度も分析内容につきまして、課題等をホームペー

ジ等でも公開をいたしております。そういったことから、できるだけ早い時期に分析をし、

内容等につきまして、この教育委員会等のご承認もいただきながら保護者、市民に報告し

てまいりたいと考えております。 

【百瀨委員】 特に分析の中で、昨年度でしたら「概ね良好である」という「言葉」での

表現だったと思うんです。先ほども聞いてたら、「やや府よりも下回ってる」という言葉

での分析だったんですね。そこは、やっぱりもう少し、どこがよくて、どこができていな

いか、そこの改善策をしっかりと分析すべきではないかと思います。 

 そういう意味で、市教委がきっちりと、正答率でなくても、分析したものをどんどん各

学校に指示し、また学校からも改善策を聞いて進めていくべきと考えますので、もう少し

具体的な分析を出すようにお願いしたいと思います。 

【寺前委員長】 先ほど指導課長から説明がございましたように、９月５日に児童・生徒

を通じて結果を返したということですが、教育委員会に対してはその件について問い合わ

せがない、また学校にも、校長先生に聞く限りでは、ないとのことですが、それは案外子

どものところで留まっている場合があるのではないかとも推察できますわね。 

 そういった点は、指導課の内部で協議する中で、時間的なこともあって保護者との懇談

の場ではなく子どもに渡したとのことですが、子どもに渡しても学級通信等でフォローす

ることも可能ですので、そういうことも含めて学校にお願いしていただきたい。 

【柿並指導課長】 今委員長からご指摘いただきました、保護者に届いていないのではな

いかということにつきましても、我々も大変懸念するところでございます。 

 その点につきましては、今ご指摘いただきましたように、学級通信等で学校の状況や、

または返却したということを、改めて保護者にお伝えしていきたいと考えております。 

 ただ、またこの学級通信が届かないのではないかということもございますので、学期末

に懇談等もございますので、またそこで少し触れていただくなど、子どもの学力向上のた

めの懇談会で少し触れていただくような形で、この全国学力・学習状況調査の調査結果を

活用していただきたいと、校長会等に依頼してまいりたいと考えております。 

【寺前委員長】 いずれにしましても、学校だけでは学力向上がおぼつかない面も多々あ

ると思います。やはり家庭、地域の協力、とりわけ家庭の協力が大事と思いますので、保

護者には必ず届くように、あるいは見ていただくようにお願いしておきたいと思います。 

【中原教育長】 委員長がおっしゃったとおりだと思います。この事象を使って学校と保

護者が“一つ心”になると丁度いいだろうと思います。子どもをめぐって、子どもを中心

にして、子どもの健全育成の面で、国語や算数の力だけに止まらず、どういう力を全体に

つけるのかという議論にも発展すると思いますので、子どもを中心において学校と保護者、

地域が一体となって、全体としてまとまって、こんな力を子どもにつけていこう、そのた

めにどんな方法を使うの、じゃあ役割分担は何なのというようなことが見えてくると、家

庭は家庭の役割がわかりますし、学校の方針も明確になるし、地域でご協力願える部分も

たくさんあるだろうと思います。そんなことが恐らく今後出てくると思います。 

 今の時点では、数値いわゆる平均正答率に焦点が当たっていますが、教育というのは非

常に長い取り組みですので、マスコミが全然興味を示さなくなったときでも一生懸命にや
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ってるということが通例のことですし、その中で一歩々々着実な努力をしている取り組み

が見えるようにしていただくとありがたいと思います。 

 今回、ご家庭や地域の方にも発信できるものを学校も持っていただいて、一つ心にして

いかないと、子どもの学力だけではなくて、健全育成の面でいびつになってしまう可能性

もあります。我々も一生懸命やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 どうですか。ちょっと保護者の立場で。 

【山本委員】 先ほど教育長がおっしゃっていましたが、うちの中学校でも朝の１５分の

読書をしています。去年はうちの中学校のクラスは荒れていまして、学力的にはいつも学

年の平均を下回っていたんですが、落ちついてくると学力の平均も上がってきたのは本当

に目に見えて分かってきましたので、そういう点でも、朝の読書など地道なことから続け

ていただけたらありがたいと思います。 

またこの学力調査についても先ほどおっしゃっていましたように、学校通信とかＰＴＡ

の会合で公表していただいていまして、そういったときに公表していただくと保護者全員

に行き渡りますので、今こういう状況なんだというのが分かるんですね。 

 そういうことには保護者はすごく敏感に興味を持っていますので、そういうことを地道

に続けていただくのはありがたいです。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 継続は力なりということですので、教育というのはやはり地道に長くやるというのが肝

要と思います。 

【百瀨委員】 中学校においても、これらの数字的なことだけを捉えるのではなく、多く

の様々な要因を含んでいるということを考えてほしいんですね。 

 特に中学校は教科ごとの担当ですので、その教科の担当だけにしわ寄せが行くのではな

くて、学校全体の危機感として捉えていく部分もあるだろうし、また各学校の分析だけで

進めることなく、事務局とも一体となって進んでいかないといかんでしょう。 

 その中に、先ほどから出ているように、学力の問題は家庭とともに、総合的につくり上

げていかないといけない問題もあるだろうし、根底に授業規律がきちっとできているかど

うか、そして落ちついた学校づくりができているかどうか、そういった多くの要因の中か

ら、予算等を含めて教育委員会が取り組んでいくことがたくさんあるのではないかと思い

ます。その点をきちっと見ながら分析していっていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

【寺前委員長】 今回の全国学力・学習状況調査は、小学校の算数と国語、そして中学の

数学と国語ということで、学力の一部分だけの調査ということでございます。 

 八尾の教育重点目標に掲げておりますように、知・徳・体で、その知についても他の部

分もたくさんございますし、また徳育の部分、さらに体力の部分、これをバランスよく育

むというのが八尾の教育の目標でございますので、仮に保護者から照会等がございました

ら、そういうことも含めてご説明を願ったらいいのではなかろうかと、私個人としては思

います。 

 今回の調査と違う面ではものすごく力を持った子もたくさんおりますし、子どもの立場

を十分考えてやっていただきたいと思います。 

【百瀨委員】 公表していくか等も含めて、今日はこういう話し合いの場ですが、やはり

早急にやっていかなければならない問題として検討しないといかんので、十分に話し合い
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の場をもつということで、それまでには検討をしていくための資料等も提供していただき

たいと思います。 

【寺前委員長】 百瀨委員のおっしゃったように、資料あるいはデータ等が出てきて、整

理できれば、また招集していただいたら、臨時に会議をしたいと思いますので、よろしく

お願いして、今日のところはそれでよろしゅうございますか。 

【全委員】  異議なし。 

【寺前委員長】 そうしたら次回は、ある程度分析・整理等ができた時点で招集願いたい

と思いますので、委員の先生方、その節は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】 本日は今年度の結果を報告させていただいて、各委員から

様々なご意見をいただきました。これを踏まえて、事務局としても公表の仕方も含めて、

今後の八尾市の学力をどう向上させていくのかを中心に据えて、いただいたご意見を総合

的に判断しまして、案を提示させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

【寺前委員長】 それでは、これをもちまして臨時教育委員会を閉会させていただきます。 

 ありがとうございました。 
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