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１０月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日   平成２６年１０月２２日（水）  

開 催 時 間  午前１０時００分  

開 催 場 所  本館６階 大会議室  

出 席 委 員 

 

百 瀨 委員長  

安 藤 委員長職務代理者  

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長）  

出 席 職 員 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事・瀧瀬生涯学習部次長兼施設一体型小・中学校整備

プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習部次長・西崎生涯学習

部次長兼教育人事課長・万代学校教育部次長兼学務給食課長・高

橋教育政策課長・杉島生涯学習スポーツ課長・南八尾図書館長・

渞文化財課長・菊池指導課長・山本教育サポートセンター所長・

本鍋田人権教育課長  

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１０月定例教育委員会を開催いたします。本日

の会議録署名委員に安藤委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 議事に入ります前に、１０月１日に市議会本会議で選任同意され、木下委員が１２月２

２日より４年間の任期で教育委員に再任されましたのでご報告させていただきます。  

 よろしければ、木下委員より一言お願いいたします。  

 

【木下委員】  おはようございます。皆様方の支えとご指導のもと、なんとか１期目の任

期を終えられそうなときに、２期目の話がありました。どうぞ、今後ともよろしくお願い

いたします。  

 

【百瀨委員長】 今後もよろしくお願いいたします。  

それでは、早速ですが、９月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

委員の皆様方、何かご質疑等ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、９月定例会会議録について、承認

と決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。  
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（委員長報告） 

９月22日（月）  

９月25日（木）  

 

９月26日（金）  

 

９月28日（日）  

10月５日（日）  

10月15日（水） 

10月20日（月）  

午前10時25分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午後１時30分から、全国市町村教育委員会連合会常任理事・理事  

会（第１日）に出席。  

午前８時50分から、全国市町村教育委員会連合会常任理事・理事  

会（第２日）に出席。  

午前９時から、中学校体育大会に出席。  

午前９時から、小学校運動会に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午後０時15分から、近畿市町村教育委員会連絡協議会定期会長・  

事務局長合同会議に出席。  

午後１時15分から、近畿市町村教育委員研修大会に出席。  

 

【百瀨委員長】 次に、浦上教育長から教育長報告をお願いいたします。 

（教育長報告）  

９月22日（月） 

９月24日（水） 

 

９月25日（木） 

 

９月27日（土）  

 

９月28日（日） 

 

９月30日（火） 

10月１日（水） 

10月２日（木） 

10月３日（金） 

10月４日（土） 

10月７日（火） 

 

 

10月８日（水） 

 

10月12日（日） 

10月15日（水） 

10月17日（金） 

10月18日（土）  

 

午前10時25分から、臨時教育委員協議会に出席。  

午前９時から、文化の日教育委員会表彰審査会に出席。  

午後３時から、行財政改革推進本部会議に出席。  

午後１時から、ＪＩＣＡボランティア派遣に伴う教育長表敬訪問に

出席。  

午前10時から、八尾空港「空の日」絵画コンテスト入賞者表彰式  

に出席。  

午前10時から、大阪府下招待柔道団体優勝大会に出席。  

午前10時30分から、中学校体育大会に出席。  

午後７時から、ＰＴＡ協議会役員と市長との意見交換会に出席。  

午前10時から、市議会９月定例会本会議（３日目）に出席。  

午後３時から、大阪府都市教育長協議会定例会に出席。  

午前10時から、市議会 10月臨時会本会議に出席。  

午後１時から、総合防災訓練に出席。  

午前９時30分から、市議会10月臨時会本会議に出席。  

午前10時から、決算委員会前期全体会に出席。  

午前11時から、小学校運動会に出席。  

午前９時から、部長会に出席。  

午前11時から、小学校運動会に出席。  

午前８時45分から、地区市民スポーツ祭に出席。  

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。  

午前11時15分から、大正小学校における天体観測会に出席。  

午後１時30分から、ダンス協会前夜祭ダンスコンサートに出席。  

午後２時から、読書通帳まんぱん達成記念会に出席。  
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10月20日（月）  

 

 

10月21日（火）  

午後３時から、中河内地区ＰＴＡ協議会研修会に出席。  

午前９時30分から、学校法人志紀学園幼稚園運動会に出席。  

午後１時15分から、近畿市町村教育委員研修大会に出席。  

午後５時45分から、八尾地区保護司会 60周年記念式典に出席。  

午前10時から、社会教育委員会議に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かありま

したら、ご報告いただきたいと思います。 

 

【安藤委員長職務代理者】 少しだけ報告させていただきます。  

 ９月２８日（日）午前９時から、中学校体育大会に出席しました。この日は高美中学校

に行きましたが、非常にいいお天気でした。  

 次に、１０月５日（日）午前９時から、小学校運動会に出席しました。この日は高美南

小学校に行きましたが、台風のためにどこの学校も非常に気を揉まれていたと思います。

高美南小学校では、本来、組み立て体操が最後のプログラムになっていましたが、雨天プ

ログラムに急遽変更されて、それを前半にされていました。そのときに指導されていた先

生が壇上で目を潤ませていたことが印象深く、とても感動的でした。 

 最後に、１０月２０日（月）に、先ほども委員長と教育長からお話されましたが、近畿

市町村教育委員研修大会に木下委員とともに出席しました。  

 

【木下委員】  先ほどのご報告と同じになりますが、９月２８日（日）に、中学校体育大

会に出席しました。成法中学校に行きましたが、生徒たちは大変きびきびとしていました。 

 次に、１０月８日（水）に、小学校運動会に出席しました。高美小学校に行きましたが、

５日（日）は中止になりましたので、８日に開催されました。校区に住んでおられる支援

学校の６年生の児童が参加されておりまして、非常に印象的でした。  

 最後に、１０月２０日（月）に、先ほどご報告がありましたように、近畿市町村教育委

員研修大会に出席し、新しい教育委員会制度について勉強させていただきました。  

 

【百瀨委員長】 それでは、委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について

何かご質疑はございませんか。  

 ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。  

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案の審議に入らせていただきます。  

 

１０月の議案  

議案第３９号 

議案第４０号  

平成２６年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件  

平成２７年度八尾市立学校園教職員人事基本方針の決定の件  
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【百瀨委員長】 議案第３９号「平成２６年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」

について審議いたします。提案理由を高橋課長より説明願います。  

 

【高橋教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました、議案第３９号「平成２６

年「文化の日表彰式典」教育委員会表彰の件」についてご説明申し上げます。  

 本件は、平成２６年「文化の日の表彰式典」教育委員会表彰の被表彰者を決定するにつ

き、教育長に対する事務委任等に関する規則、第２条第１３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。  

 提案の理由でございますが、八尾市教育委員会表彰規則第６条第１項の規定に基づき、

教育委員会表彰審査会に諮問されておりました被表彰者の選考について、このたび同条第

２項に基づき答申がありましたので、これを決定する必要があり、ご提案申し上げるもの

でございます。  

 恐れ入りますが、２ページの『平成２６年「文化の日表彰式典」の被表彰者の選考結果

について（答申）』をご覧ください。  

 お手元の資料に基づいてご説明させていただきます。  

 はじめに、学校医、学校歯科医の部につきましては、八尾市立学校園に１５年以上学校

医、学校歯科医として従事していただき、学校園の保健衛生の向上に多大なるご貢献をい

ただいた方を被表彰者としております。  

 今年度につきましては、学校医３名、学校歯科医１名を表彰対象としております。  

 次に、児童・生徒の部ですが、主に大阪府の大会等で優勝、もしくは、それに準ずる成

績を上げた児童・生徒を表彰対象としております。  

 今年度につきましては、スポーツ部門は１０名と２団体、文化部門は６名と９団体、慰

問活動及び伝統文化継承活動部門は２団体を基準に該当する者とし、表彰対象としており

ます。 

 次に、教育一般の部につきましては、学校園協力と生涯学習活動の分野におきまして、

長年に渡り教育現場等にご協力いただいている方を表彰の対象としております。  

 今年度につきましては、学校園協力の分野で３名と１団体、生涯学習活動の分野で１名

と１団体を表彰対象としております。  

 また、壇上での表彰につきましては、児童・生徒のスポーツ部門、文化部門、慰問活動

及び伝統文化継承活動部門、学校医、学校歯科医の部、教育一般の部の学校園協力の分野

と生涯学習活動の分野からそれぞれ１名、合計６名の代表者を檀上にて表彰させていただ

く予定でございます。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 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

はございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 まず、児童・生徒のスポーツ部門の中で、高美中学校の生徒

が「２０１４年Ｔｅｃｈｎｏ２９３  Ｕ－ｌ７世界選手権代表  選考レース（セーリン
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グ）女子の部」において第１位となっていますが、この大会について少しご説明をお願い

します。 

 

【菊池指導課長】 セーリングにつきましては、少ない競技人口となっておりますが、現

在、オリンピックの正式種目になっております。近代オリンピックの第２回大会から正式

競技となり、日本も１９３６年から参加している歴史のある競技ということもありまして、

表彰の対象とさせていただいております。  

 

【安藤委員長職務代理者】 次に、児童・生徒の文化部門の中で、「第１５回ショパン国

際ピアノコンクール ｉｎ ＡＳＩＡ」、「２０１４年度ピティナ・ピアノコンペティシ

ョン全国決勝大会」についてもご説明をお願いします。  

 

【高橋教育政策課長】  まず、ショパン国際ピアノコンクールにつきましては、世界的に

も有名な大会として、たくさんの方々が参加されていると聞いております。 

 次に、ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会につきましては、ショパンコン

クールよりもさらに規模の大きい大会になると聞いておりまして、その中で優秀な賞を受

賞されたと認識しております。  

 

【木下委員】  文化部門の中で、「第５０回全大阪幼少年美術展」については、団体、個

人の受賞が大変多くなっていますが、この美術展について少し教えてください。  

 

【菊池指導課長】 全大阪幼少年美術展につきましては、全大阪幼少年美術振興会主催の

美術展でございまして、今年度で第５０回を迎えるものでございます。内容につきまして

は、保育所、幼稚園、小学校、中学校から作品を募る総合的な美術展として、個人部門と

学級部門があり、毎年１３万から１４万点の応募がありますので、全国的に歴史のある展

覧会として認識しております。市内の各学校におきましても、これまで数多く表彰してい

ただいた経緯もありまして、積極的に参加している学校がございます。 

 

【木下委員】  今回の表彰対象の中で、この美術展の受賞者はすべて中学校、中学生にな

りますが、小学校からも出品されているのでしょうか。 

 

【菊池指導課長】 市内の小学校にも応募案内が届いていると認識しておりますが、各学

校が出品について判断することになります。  

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾市立曙川南中学校が大阪代表として「第４２回関西マー

チングコンテスト」で金賞を受賞されましたが、大阪府マーチングコンテストでは、成法

中学校や龍華中学校も頑張っていました。  

 

【木下委員】  「委員会が表彰するのが適当であると認める業績又は行為のあった者」に

ついては、全体を見させていただくと、２番目の梅村美知子氏は貢献されている年月が長
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くなっていますが、これはどのような事情があるのでしょうか。 

 

【高橋教育政策課長】  梅村美知子氏につきましては、お子様が卒業された後、３０年近

くにわたり、夏場は毎週、冬場は１０日に１度、生け花を通じて環境美化にご協力いただ

いております。今回は、長い時間を満たしていただいた上で、表彰させていただくことに

なります。 

 

【安藤委員長職務代理者】 慰問活動及び伝統文化継承活動部門については、子ども河内

太鼓と吹奏楽部を被表彰者とされていますが、地域で行われているいろんな活動にさらに

目を向けていただき、子どもたちが頑張っている姿を見せていただきたいと思います。  

また、以前、表彰者の枠を広げてほしいとお願いしたことがありますが、ただ広げるの

ではなく、事績を精査する中で、市民からもわかりやすいものを表彰してほしいと思いま

す。 

 

【百瀨委員長】 安藤職務代理者からも発言がありましたように、いろんな大会がありま

すが、八尾市教育委員会としての独自の基準をもとに事績を精査し、表彰することが大切

になりますので、次年度に向けてよろしくお願いします。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。  

 議案第３９号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第３９号「平成２６年「文化

の日表彰式典」教育委員会表彰の件」について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】  次に、議案第４０号｢平成２７年度八尾市立学校園教職員人事基本方針

の決定の件｣について審議いたします。提案理由を松井次長より説明願います。  

 

【松井生涯学習部次長】  それでは、議案第４０号｢平成２７年度八尾市立学校園教職員

人事基本方針の決定の件」につきましてご説明申し上げます。  

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第５号の規定によ

り、委員会の議決をお願いするものです。  

 提案の理由ですが、平成２７年度八尾市立学校園教職員人事を実施するにあたり、学校

園教育の健全な発展と円滑な運営を期するため、適切な人事管理のもとに、教職員の適正

配置を行い、学校園組織の充実を図る必要があるため、本案を提出するものです。  

 今年度末、来年度当初の人事異動におきましても、これまでどおり適切な教職員定数の

管理と教職員組織の充実を図りながら、本市教育の向上への期待に応える人事を行ってま

いりたいと考えているところです。  

 内容につきましては、昨年度と変更を行っておりません。  

 それでは、順にご説明いたします。  
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 まず、１点目、「[１]の教職員の人事について」です。  

 「（１）異動及び配置換」につきまして、まず、アでお示しいたしましたように、幼

児・児童・生徒の増減に基づく定数事情を勘案の上で、新規採用とともに、他市町村との

広域異動に努め、効率的に過欠員の調整を図ってまいります。  

 次に、イの学校園における教職員の構成につきましては、各学校園における、教職員を

適正に配置し、計画的な異動を進めてまいりたいと考えております。  

 特に、八尾市人権教育基本方針の趣旨を踏まえ、人権尊重の教育を推進し、また、特別

支援教育の振興を図るための教職員配置に配慮するとともに、生徒指導、進路指導等の課

題を有する学校につきましては、指導の徹底を期するため、教職員配置に努めてまいりた

いと考えております。  

 ウにつきましては、校園長の経営方針のもと、魅力ある学校づくりを推進するとともに、

若手教職員が学校運営へ参画できるよう、教職員の意欲の向上に向けた人事に取り組んで

まいりたいと考えております。とりわけ、先進的かつ特色ある学校づくりに必要な人材を

適切に配置する旨、昨年度から追加いたしました。具体的には平成２８年度の新校開校に

向けて、小・中連携を強化し、フロンティア校として円滑に機能するよう高安中学校区で

トライシステムを実施したところでございます。その結果、一定成果を上げていることか

ら、今年度も引き続きトライシステムを実施してまいりたいと考えております。  

 エ、同一校での勤務年数が相当長期にわたる者につきましては、校園長とのヒアリング

を十分行い、学校園の実情に応じて計画的に異動等を行ってまいります。  

 オ、広域人事異動交流や、小・中学校の人事異動交流を推進するよう、人事面でも取組

みを進めてまいりたいと考えております。  

 （２）新規採用者の配置につきましては、新規採用者対象のヒアリングで、これまでの

経験や特技等を把握し、資質・能力が十分発揮できるよう配置してまいりたいと考えてお

ります。  

 ２点目、「 [２]校園長及び教頭の人事について」ですが、管理職を適材適所に配置でき

るよう努めてまいりますが、同時に若手教職員の管理職登用を念頭に置いて、首席・指導

教諭などのミドルリーダーの育成が進むような人事配置を行ってまいります。  

 ３点目、「[３]生命・人権尊重の教育について」ですが、生命・人権尊重の教育を推進

するため、適切な人材を配置してまいります。  

 最後になりますが、「[４]女性教職員について」ですが、将来の管理職登用へとつなげ

られるよう、人事配置に配慮してまいりたいと考えております。  

 なお、この人事基本方針につきましては、１１月に開催する校長会及び園長会で提示す

る予定です。  

 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、

ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

【百瀨委員長】 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

はございませんか。 

 

【木下委員】  最近、話題になることですが、教職員の年齢構成については非常に難しい
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問題があります。特に、校長、教頭、管理職ラインで人材確保が難しいところがあり、八

尾市もそのような状況にあると思っていますが、この方針とのかかわりの中で、もう少し

具体的にお話いただけることがあればよろしくお願いします。  

 

【松井生涯学習部次長】 教職員の年齢構成につきましては、市立学校の教職員の場合は

府費負担教職員として、大阪府教育委員会から各市町村への配当に基づいて、教職員を配

置しているところでございます。ただ、その配置された人材の中で、今後の見通しをもち

まして、若手のリーダーを育成し、管理職をしっかり確保していくことが大きな課題であ

ろうと思っております。この時期に、ミドルリーダーとなります首席・指導教諭の選考を

行っているところでございますが、今年度は特に３０代、４０代前半の首席や指導教諭が

確保できるよう、学校園と人事ヒアリングを行いながら確保に努めていることもありまし

て、多くの３０代、４０代の応募者を確保できましたので、今後期待できると思っており

ます。 

 

【安藤委員長職務代理者】 今回の基本方針は、年度の変更のみになっていますが、退職

される方も出てきますので、先ほどおっしゃったように、ミドルリーダー、初任者の方々

の育成を充実してほしいと思います。  

 

【百瀨委員長】 現在の学校園現場は、多様な取組みをしなければなりませんので、その

あたりを十分配慮しながら、人事に取り組んでいただきたいと思います。特に、教師が持

っている力は子どもたちにいろんな影響を与えることになりますので、この点もふまえて

いただきたいと思います。また、教育現場からも人事の改善について要望が出されること

があれば、外部人材、非常勤講師等による支援をお願いしたいと思います。 

 他に委員の皆様方のご意見等がございませんので、採決に移らせていただきます。  

議案第４０号について、原案を適当と認めることに異議ございませんか。  

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】  全委員異議なしと認めます。よって、議案第４０号｢平成２７年度八尾

市立学校園教職員人事基本方針の決定の件｣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 ｝ 

 

【百瀨委員長】  それでは、報告事項に入らせていただきます。「平成２６年度全国学

力・学習状況調査の結果について」、菊池課長より報告をお願いいたします。  

 

【菊池指導課長】 それでは、「平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果について」

ご報告させていただきます。  

 その前に結果が届いてからの府の動きについて、少しだけご報告させていただきます。  
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 まず、８月下旬に、全国学力・学習状況調査の結果が各学校に届き、その後、各学校に

おいて分析を行っている状況でございます。  

 また、大阪府教育委員会は本年度の結果を受け、大阪の学力向上に向けた研修会を小・

中学校の校長先生を対象に行いました。小学校は、９月１９日（金）に、大阪府教育委員

会委員長の隂山氏を講師に研修会を行い、中学校は、９月２４日（水）に、同じく委員長

職務代理者の小河氏を講師に行っております。  

 さらに、９月２６日（金）に、臨時主管課長会が開催され、大阪府の教育力の向上に向

けた説明とヒアリングが行われたところでございます。課長会の中では、基礎基本の確立

や、家庭学習の確立、さらなる授業改善の必要性など、各学校の課題に正対した取組みを

進めてほしいという説明がありました。  

 また、学力向上のための今後の取組計画を作成するようにという指示も受け、現在、各

学校において計画書を作成し、その取組みを進めているところでございます。  

 それでは、平成２６年度の全国学力・学習状況調査の結果についてご報告させていただ

きます。  

 資料をご覧ください。 

 まず、調査の目的ですが、国、府、市、学校等が児童・生徒の学力や学習状況を把握・

分析することにより、学習状況の改善や指導方法の工夫・改善に生かす取組みを通じて、

学校力向上のためのＰＤＣＡサイクルを確立すること。また、児童・生徒一人ひとりが自

らの学習到達状況を正しく理解することにより、自らの学力や生活に目標を持ち、それら

の向上や意欲を高めていくという目的で行っております。  

 調査の対象学年ですが、小学校６年生と中学校３年生とし、それぞれ、国語・算数、国

語・数学を平成２６年４月２２日に実施しております。  

 本年度の八尾市の調査結果について、１枚目の右側をご覧ください。  

 「（３）学力に関する調査結果について」でございますが、この表において、小学校・

中学校それぞれで、国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂの内容ごとに平均正答数と平均

正答率に分けて記載しております。全国公立小・中学校の平均正答率と比較いたしますと、

小学校については、全ての教科、区分において前年度より、全国との差が拡大いたしまし

た。 

 中学校においては、全国の平均正答率を下回ったものの、前年度とほぼ同水準という結

果でした。正答数で比較いたしますと、数学Ａにおいて、全国との差が１．１ポイントあ

りますが、そのほかにおいては１問に満たないという状況です。しかしながら、依然とし

て活用に関する問題Ｂについては差があり、課題が見られると考えております。  

 裏面をご覧ください。 

 小学校の国語Ａから順番に教科に関する調査結果について、それぞれの正答数をグラフ

に表したものです。  

 棒グラフになっているのが、八尾市の分で、それぞれの折れ線グラフが、府と国になっ

ております。折れ線グラフと棒グラフの関係を見ますと、国や府と比較しても大きな変化

が見られるものではございません。しかしながら、小学校も中学校も若干ではございます

が、上位層の割合が国や府と比べますと差があるという結果になっております。  

 それぞれの問題についての分析結果につきましては、グラフの下の囲みの中に記入して
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おりますが、基礎・基本は一定の理解を示しているものの、意味理解や関連づけて書くこ

とについては課題があるのではないかと考えております。今後も習熟度別指導のあり方や、

指導方法の工夫・改善をさらに進める必要もあると考えております。 

 続いて、２枚目をご覧ください。  

 「児童・生徒質問紙の調査結果について」でございますが、全７４調査設問の中から代

表的なものを抜粋し、基本的な生活習慣について、読書・家庭学習について、学校生活・

地域について、豊かな人間性についての４つの項目に分け、分析をいたしました。  

 まず、「基本的な生活習慣について」でございますが、今年度、新たに項目として挙が

った携帯電話の使用時間ですが、使用頻度、所持率とも全国と比較して高いという結果と

なっております。読書時間や予習・復習の時間が全国と比べて低いことからも、家庭での

時間の使い方については引き続き啓発等が必要であると考えております。  

 また、「起床時刻、就寝時刻について」も同じぐらいの時刻に起床・就寝すると答えた

児童・生徒の割合が減少しており、朝ご飯を食べている子どもについては大きく変化がな

いものの、基本的な生活習慣の確立について課題が残るという結果となっております。  

 裏面をご覧ください。 

 次に、「読書・家庭学習について」でございますが、読書時間については、小・中学校

ともに平日読書する時間の割合は増加しており、あわせて全くしない児童・生徒の割合は

減少いたしました。また、小・中学校ともに、予習・復習している子どもの割合は増加し、

中学校については宿題をしている生徒の割合も増加しているものの、全国との差は依然と

して大きく、家庭とも協力しながら改善していく必要があると考えております。  

 次に、３枚目をご覧ください。  

 「学校生活・地域について」でございますが、小学校においては、授業の内容がわかる

と答えた子どもの割合が減少したことから、わかる授業づくりについて研究を進めるとと

もに、さらなる指導方法の工夫・改善が必要と考えております。  

 また、小学校において、学校の規則を守る子どもの割合も減少しており、学習規律が確

立されていないことも相まって、授業の内容がわかると答えた子どもの割合が減少した要

因の一つとなっていると考えられます。  

 次に、裏面をご覧ください。  

 「豊かな人間性について」でございますが、小・中ともに、人の役に立ちたいと答えた

子どもの割合は増加しており、中学校においては、いじめはいけないことだと思うと答え

た子どもの割合は増加しており、道徳教育の推進等の成果が出ていると考えております。  

 最後になりますが、この全国学力・学習状況調査の結果は学力の一部であるという認識

に変わりはございませんが、一方で本市教育振興計画においては、学力向上の一つの指標

としていることもあり、保護者や市民の関心も高いことから、目に見える形で成果を上げ

る必要があると考えております。  

今後、本市の学力を向上させるために、担当課といたしましては、全国学力・学習状況

調査の結果の分析に際し、結果として子どもたちの学力がきちんと表れていないのではな

いか。つまり、子どもたちがこの調査の目的を十分理解した上で意欲的に取り組むことが

できていないのではないか、問題の出し方や傾向に慣れていないために実力を発揮できて

いないのではないかという２点を課題として捉え、その課題を克服するために、校長会と
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も意見交流を行う中で、学力向上についての具体的な方策を考えてまいりたいと思います。  

 以上、よろしくお願いいたします。  

 

【百瀨委員長】 ただいま報告がありましたが、委員の皆様方から、ご意見等はございま

せんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 先ほど、家庭学習の重要性についてお話がありましたが、予

習・復習の方策をどのように考えていますか。 

 

【菊池指導課長】 既に、中学校区においては、家庭学習週間の取組みを始めておられる

ところもございますので、そのようなことを全市的にアピールすることを考えております。

また、家庭での学習のあり方について、リーフレット等を作成する予定でございます。 

 

【木下委員】  小学校の先生方は、子どもたちと授業等で関わる中で、この結果を意外に

思われていますか。それとも、日常的に授業をしながら、気になっていたことが結果とし

て出てきたと思われていますか。先生方のそこのとらえ方はどのようなものでしょうか。

これから調査されるかもしれませんが、分かる範囲で聞かせていただきたいと思います。  

 

【菊池指導課長】 全ての学校の先生方にアンケートをとったわけではございませんが、

校長先生とお話をする中で、とりわけ小学校においては単元が終わった段階でテストを行

った場合と、学力状況調査の結果については少し差があるのでないかと思われていました。

また、そこには、定着に課題があること、問題の傾向や問題の出し方に慣れていないこと

も大きな原因になっているのではないかという声も聞かれます。  

 各学校が今回の結果をどのように捉えているかについては、今後も校長会等と意見交流

する中で、分析を進めていきたいと考えております。  

 

【木下委員】  今後、調査に入るときは、そこを確かめてほしいと思います。調査結果③

に国語の授業、算数・数学の授業について「授業の内容はよく分かりますか」というアン

ケートがありますが、先生方はこのアンケートの結果をどのように捉えているのでしょう

か。 

教師は実際に授業をする中で、分かっていない子どもが分かるものですが、そのときに、

「分からない子が増えているので、何とかしないといけない。」と思われている部分があ

れば、それと結果との関連を意識して、次の授業の工夫につながっていくと思っています。

このあたりの現場感覚をぜひつかんでほしいと思います。 

 

【菊池指導課長】 人事のことにも少し関わるかもしれませんが、若手の教職員が増えて

くる中で、指導方法の工夫・改善等も含めて、授業力の向上については、学校としても大

きな課題として捉えており、本市としても大きな課題として認識しております。  

 

【御喜田委員】 携帯電話については、所持率と使用頻度が高いと思います。使用方法、
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見ている内容も大切になるので、利用時間が長いことが一概に悪いとは思わないのですが、

そのあたりについては保護者の方にどのように協力していただこうと考えていますか。 

 

【菊池指導課長】 携帯電話の使用時間、所持率については、全国と比べて非常に大きい

という結果となっております。保護者の方々には、例えば、入学式の時に携帯電話の使い

方について啓発するプリントを配布し、各懇談会を通じて家庭での使い方についてお知ら

せする場合もあります。また、学校単位や地区単位で、インターネット上でのトラブルに

巻き込まれた事例等を含めた研修会、保護者対象の研修会を行っていることもあります。

子どもたちについても、各学校の授業等で取り扱っております。 

 

【浦上教育長】 各学校では、授業の工夫・改善、補充学習、あるいは夏休みの勉強など、

いろんな手を尽くしておられますが、この調査結果を見て、その成果が反映されていなか

ったので、残念に思いました。 

 全国学力・学習状況調査については、指導課長が言いましたように、子どもが持ってい

る学力の一部になりますが、平均点が注目されていますので、校長会と教育委員会が学力

向上について話し合う場を持つことはとても大切なことになります。つまり、まずは八尾

市内の学校で実践されている良い取組事例を聞き、先生方で共有していくことが重要にな

ると思っています。また、八尾市教育委員会としても、学力については平成２７年度の大

きな柱になると思いますので、明確な方針を考えていく必要があると思います。  

 

【百瀨委員長】 ただいま、教育長、指導課長からも発言がありましたが、学力向上はこ

れからも本市の教育振興における大きな鍵になると考えております。  

特に、平成２６年度八尾市教育委員会点検・評価報告書の中でも、一つの大きな課題と

して、Ｂ問題の平均正答率に課題があると指摘されており、その施策を充実していかなけ

ればならないと考えております。  

また、全国の動向や実践的な事例も学んでいくように、学識経験者から指摘されており

ます。特に、平均正答率の高い学校は、教師間の意識が非常に高いことも報告されており

ますので、各学校はそのような学校を参考にするとともに、学力調査の結果を十分に分析

していただき、それに対する改善プランを考え、次年度に取り組んでいただきたいと思い

ます。 

教育委員会としても、単に学校の現場に取組みを委ねていくことなく、学力向上の施策

を掲げて、課題をしっかり分析し、教職員全体の意識につなげ、指導力の向上に結びつけ

られるように、指導課が先頭に立って取り組んでいただきたいと思います。 

学力向上は、これからの八尾市の教育振興における重点施策の一つになると思いますの

で、よろしくお願いします。  

 それでは、他にご質疑等がないようでしたら、この報告については終わりますが、委員

の皆様方から、何かございませんか。  

 事務局から何かございませんか。  

特にないようですので、１０月定例教育委員会を終わらせていただきます。  

 


