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１２月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】  それでは、12 月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、本日の委員会も、３密状況での開催を避けるために、平時の委員会とは異なりま

して、一部出席者の入退室を行いますことを事前にお伝えしておきます。 

 本日の会議録署名委員に水野委員を指名しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 では、11 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、何か質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】  それでは、全委員異議なしと認めます。よって、 11 月定例会会議録に

ついて承認と決しました。 

 

【中山教育長】 次に、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

 

（教育長報告） 

11 月 20 日（金） 

 

 

11 月 30 日（月） 

12 月１日（火） 

 

12 月２日（水） 

12 月３日（木） 

12 月４日（金） 

 

定例教育委員会 

桂中学校公開授業 

学校訪問（美園小） 

12 月市議会定例会本会議（第１日） 

部長会 

第２回八尾市経営戦略会議 

12 月市議会定例会本会議（第２日） 

12 月市議会定例会本会議（第３日） 

12 月市議会定例会本会議（第４日） 

第 20 回危機管理対策本部会議 

開 催 年 月 日  令和２年１２月２２日（火） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  市役所本館６階 大会議室 

出 席 委 員 

 

中 山 教育長 

村 本 教育長職務代理者  

水 野 委員 

岩 井 委員 

藤 井 委員 

出 席 職 員 

 

新堂副教育長兼教育総務部長・田中生涯学習担当部長・今岡学校教

育部長・仁科指導課長・黒井人権教育課長・宮本指導課長補佐 



－2－ 

12 月７日（月） 

12 月８日（火） 

12 月９日（水） 

12 月 10 日（木） 

12 月 12 日（土） 

12 月 14 日（月） 

12 月 15 日（火） 

12 月 16 日（水） 

 

12 月 17 日（木） 

12 月 18 日（金） 

12 月 21 日（月） 

 

「令和２年度気候変動アクション環境大臣表彰」受賞式 

文教常任委員会・予算決算常任委員会（文教分科会） 

学校訪問（南山本小・南高安小・東山本小） 

学校訪問（大正中・竹渕小） 

第 10 回八尾ベースボールクラブカップ閉会式 

学校訪問（龍華小・龍華中） 

定例教育委員協議会 

予算決算常任委員会（全体会） 

八尾をきれいにする絵画コンクール表彰式 

学校訪問（高美南小・高美小・八尾中・曙川小） 

令和２年度第１回八尾市総合教育会議 

学校訪問（久宝寺中） 

令和２年教育委員会教育長表彰授与式 

 

【中山教育長】 学校訪問については、残り 10 数校となっていますが、年内に訪問でき

ない学校については、年明けのできるだけ早い時期に回り終えたいと考えています。 

なお、12 月の市議会定例会本会議が明日最終日となります。 

また、昨日、教育委員会教育長表彰授与式を行いまして、個人２名と２団体について  

表彰させていただきました。八尾の子ども達、頑張ってくれていますので、引き続き委員

会にて表彰できるものについてはしていこうと考えております。 

委員の皆様から、この間の活動状況について何かありましたら、ご報告いただければと

思います。何かございませんでしょうか。 

 

【岩井委員】 学校図書館充実モデル校ということで、安中小学校が昨年度から大阪府の

研究指定を受けており、 12 月１日、図書担当の先生が３年生の児童を対象に国語の授業

をされるということお聞きしましたので、見学に行かせていただきました。授業は、図書

担当の先生のホームグラウンドである図書室で行われましたけれども、図書室に入ってま

ず感じましたのは、楽しそうな、活き活きとした明るい雰囲気でした。 

また、部屋全体を取り囲むようにして書架が並んでいて、子ども達の好きそうな新しい

本が、ほどよい高さにきれいに整理して置かれていて、周囲の掲示物や展示物からも、本

当に本は楽しいよ、面白いよ、友達になろうよと本の方から呼びかけてくるような魅力あ

る環境づくりをしておられるなと思いました。授業は、絵本作家の五味太郎さんが描かれ

た『言葉図鑑』という本を子ども達に紹介して、その中の絵の画面を上手く使いながら、

修飾語となる言葉を繋いでいって、人や生き物の様子がよくわかる文を作るという授業で

した。 

 私も色々と国語の授業を見せていただいた経験がありますが、このように本を紹介して、

それを上手く使いながら言語能力を向上させていくという楽しい授業に出会ったのは本当

に初めてで、大変感動しました。子ども達の授業後の感想でも、完成した文を発表しあっ

て、クイズをしてとても楽しかった、図書の先生といて楽しかったなどと書いてあって、

本当に良い授業だったと思いました。他の教科でも図書担当の先生が授業をされることが
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あるそうですが、学校図書館にある本や資料を有効活用した教科指導、授業作りの研究成

果というのは、是非とも八尾市全体に拡げていただいて、八尾の子ども達の更なる読書活

動の充実と読書習慣の形成を図っていっていただきたいと思いました。 

 ちなみに、この五味太郎さんの『言葉図鑑』という本ですが、安中小学校の蔵書ではな

くて、日頃から連携している市立図書館から学校貸出をしてもらったそうで、先生は市立

図書館との連携があればこそできた授業であったということで非常に喜んでおられました。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。他の委員の皆様、他にございますか。 

 

【水野委員】 昨日 12 月 21 日、令和２年度第１回八尾市総合計画審議会の開催予定でし

たが、コロナ禍の関係で書面開催となりました。教育委員会委員としてしっかり審議参加

していきたいと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 大変かと思いますが、よろしくお願いします。 

他の委員の皆様よろしいですか。 

岩井委員から報告いただきました府の事業の取り組みについて、指導課長、何かありま

したらお願いします。 

 

【仁科指導課長】 岩井委員には学校図書館のモデル事業を視察いただきましてありがと

うございました。これにつきましては、大阪府の加配事業ということで、学校図書館の司

書教諭を活用した事業となっております。安中小学校であれば、国語の授業だけではなく、

他に算数といったように、教科を横断して学校図書館を活用する事業として進めていただ

いております。また、図書館担当だけではなく、学校の教員全体で図書館を活用していく

という取組みをやってまいりました。現在、来年度の大阪府の加配事業について申請して

いる途中ですけれども、ＩＴと連動した形で図書館活用事業をスマートスクール事業とし

て発展させていきたいということで、大阪府と共有しているところでございます。 

 

【中山教育長】 司書教諭がしっかり頑張ってくれているということで、今後また、ご報

告していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 それでは他にないようでしたら、次に進ませていただきます。 

 

{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 「令和３年度の学力向上推進に向けた取り組みについて」、仁科指導課長より報告させ

ていただきます。 

 

【仁科指導課長】 それでは、「令和３年度の学力向上推進に向けた取り組みについて」
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ご報告いたします。 

 令和３年度より大阪府内の小学校・義務教育学校前期課程において「大阪府小学生すく

すくテスト」が実施されることとなっており、八尾市として参加をしてまいります。これ

につきましては、先日、すくすくテストの参加と併せて令和３年度における市の学力向上

の推進に向けた取り組みについて、教育委員会より校長会への説明を行ったところでござ

います。 

 本日は、最初にすくすくテストについての説明をさせていただきます。資料の２枚目以

降に実施要領と問題サンプルがございますのでご覧ください。 

 実施要領の１ページの１ .大阪府小学生すくすくテストの趣旨・目的についてですが、

「子どもたち一人ひとりが、学びの基盤となる言語能力や読解力、情報活用能力等を向上

させ、これからの予測困難な社会を生き抜く力を着実につけること」を目的とし、その目

的達成のために、子ども、家庭、学校、市教育委員会、府教育委員会がそれぞれの立場か

ら必要な取り組みを充実させていくこととしています。 

 次に、２ページの３ .令和３年度の実施日等についてですが、全国学力・学習状況調査

と同日の令和３年５月 27 日(木)となっており、対象学年は５年生及び６年生となってお

ります。５年生は、国語・算数・理科を各 20 分、教科横断的な問題を 40 分、児童アンケ

ートを 20 分、６年生は、全国学力・学習状況調査実施後、教科横断的な問題を 40 分、児

童アンケートを 20 分という内容となっております。 

「教科横断的な問題」につきましては、資料の後ろ２枚が問題サンプルになっておりま

す。「特定の教科の枠にとらわれず、複数の文書や資料情報を読み取ったり、問いに対し

て判断の根拠や理由を明確にして自身の考えを表現したりする力を問う問題等」となって

おります。 

小学生すくすくテストの実施にあたり、この「教科横断的な問題」については、大阪府

教育委員会が域内の児童生徒の課題や今後求められる力等を踏まえた上で、特に重要であ

ると考えて導入したものです。児童がこのような問題に対応する力を身に付けること、ま

た教師がこのような問題に対応できる児童生徒を育成することが今後必要となってまいり

ます。 

次に、３ページの５ .テスト及びアンケート結果の取り扱いについてですが、テスト実

施後は、府教育委員会より、児童一人ひとりに個人票が、また学校には、学校・学年・学

級ごと状況を表すデータ等、テストの目的の達成に資する結果データが提供されます。 

その結果データを、個に応じた指導や授業改善の手立てのひとつとして活用し、各校の

学力向上また本市の学力向上推進につなげていきたいと考えております。以上がすくすく

テストの説明になります。 

次に、「令和３年度 八尾市学力向上推進事業イメージ」についてご説明いたします。

資料の１枚目にお戻りください。 

先ず、各学校においては、「指導と評価の一体化」、「言語活動の充実」を重点取組事

項としながら、本市及び各校の課題に応じた学力向上プランを作成し、それに沿った授業

改善の推進や課題に応じた校内研修等を実施します。 

また、全国学力・学習状況調査や小学生すくすくテスト等の調査結果をその後の計画等

に活かしていけるよう、成果や課題についての分析を行います。 
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分析結果の活用方法や、各校での実践事例については、会議や学校間交流などの様々な

機会の中で相互に発信し、八尾市全体で共有したいと考えています。また、５、６年生に

関しては、個人票に示された本人の強みや弱み等を参考に、より効果的な自学自習を進め

ていくことができるのではないかと考えております。 

教育委員会としましては、各学校からの実践事例の報告やテスト及び調査結果の提供を

受け、会議や研修の企画・運営・学校支援等につなげていきたいと考えております。また、

市として調査結果等について分析し、八尾市全体の成果と課題、重点取り組み事項等につ

いての報告や授業改革プランの提案等をするとともに、課題に正対した実践事例等につい

ては、情報収集の上、市全体に普及・発信したいと考えております。 

こうした取り組みを通じて、「期待する成果」として、学校と教育委員会とで協力し、

それぞれにテスト及び調査等を有効に活用しながら PDCAサイクルを回していくことで、

「基礎的・基本的な知識及び技能」、「学びの基盤となる言語能力、情報活用能力」、

「主体的に学習し、問題解決する力」等の育成に取り組み、子どもたちの「確かな学力」

の育成を図ってまいります。また、各種テストやアンケート、授業の中の児童ノートの記

述や発言、行動等を見取りの指標とし、取組みの成果や課題を検討しながら、八尾市基本

方針の一つである「夢に向かってチャレンジし、未来を切り拓く力」を子どもたちに身に

付けさせていきたいと考えております。 

各学校と教育委員会がそれぞれに調査やテストを有効に活用しながら、PDCAサイクルを

回して互いに情報発信し、連携することで、授業改善のより一層の推進と市全体の学力向

上を目指してまいります。 

以上でございます。 

 

【中山教育長】 小学生すくすくテストの趣旨・目的については、きちんと実施要領に書

かれてありますが、やはり参加する限りは、学校現場でそれが理解されていないと、ただ

単にテストを受けさせて終わりということになりかねないので、そのあたり校長会等々と

の協議はどうなっているか報告いただけますか。 

 

【仁科指導課長】 校長会との協議の中では、すくすくテストのみの実施要領を各学校に

示すだけでは、このテストを有効に活用できないのではないかという大きな意見を頂いた

ところです。その上で、八尾市の学力向上推進に向けて、すくすくテストをどのように活

用するのかというイメージを本日の資料、また、校長会向けには、月毎のPDCAサイクルを

表にした時系列のもう少し詳細な資料を提示させていただいております。 

いずれにいたしましても、このテストを使って、まずは子ども一人ひとりの力を伸ばす

ということと、指導する教員に役立つものとしていくということを、しっかり各学校現場

に伝わるように相互に取り組んでいくということを協議してきたところです。 

 

【中山教育長】 以上を踏まえまして、委員の皆様、意見等ございませんでしょうか。 

 

【水野委員】 とても重要な取り組みをしていただけるということで期待しております。

仁科課長が言われた、様々な指標を組み合わせてしっかり子どもを評価するというところ
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が、まずは第一の関門となると思われます。教師の日頃の観察や校門での指導、家庭状況

の把握等ということと、じっくり向き合う時間の設定ということが第一のハードルかと思

っています。 

指導と支援は表裏一体であって、いじめや不登校の問題というのも色々な意味で授業中

の勉強ということと繋がっていると思います。やはり授業を充実させることが学校を楽し

くさせますし、そうなると子ども達も勉強に向かっていくと思います。また、特別支援や

支援が必要な子どものニーズをいかに汲み取るかということと評価というのは一体になっ

ているかと思いますので、個別支援教育の計画やユニバーサルデザインの授業等について、

学力向上の先生だけではなく、支援委員会や生活指導の先生等も入っていって、各学校の

中での横断的な仕組みを作っていただけると、子ども達が落ち着いてくると思います。そ

うなると、先生方もやり甲斐を持てるでしょうし、結果として良い循環が生まれてくるか

と思いますので、是非期待したいですし、何かお手伝いできることがあればさせていただ

きたいと思います。 

以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。学力に焦点を当てることはもちろん大事ですが、

水野委員のおっしゃるように、学校生活すべてが繋がっているということを理解した上で

進めていくことが大事と思いますので、指導課大変ですけれどよろしくお願いします。 

藤井委員、お子さんが次年度６年生ということで、保護者としていかがでしょうか。 

 

【藤井委員】 新しい試みということで、学校及び先生方への趣旨・目的の周知をしっか

り図られているということがよくわかりました。一方で、保護者の立場からすると、極端

かもしれませんが、趣旨・目的をきちんと理解せずに、表面的な部分を捉えて、テストと

いうことで、良い点数を取らせなきゃいけないので、学習塾に入れないといけない等と考

えたりすることもあるかもしれませんので、保護者に対する趣旨・目的の周知もしっかり

考えていただければと思いました。 

 

【中山教育長】 貴重なご意見ありがとうございます。非常に大切な視点かと思います。 

 

【仁科指導課長】 我々、児童生徒指導の中での学校訪問というものを行っております。

その中でも、とりわけ授業の姿というものを重視しておりまして、いわゆる主体的対話的

で深い学びの実現の中での成長を促すような授業になっているのか、といった視点での改

善が学校全体の取り組みとして必要であろうということで、指導主事の体制としても、学

力向上だけの目線でいくのではなく、生徒指導、特別支援等、様々なことを併せ持って指

導助言に当たることが必要であろうということでマネジメント支援にしっかり取り組んで

いく姿勢を来年度に向けて、改めて確認しているところでございます。 

また、情報発信ですけれども、各学校の取り組み支援と併せてですけれども、市全体と

して保護者に訴えるべき成果や取り組みについては、市としてしっかり発信をしていく、

そういったことをベースに各学校に雛形を提示し、各学校の特色をそこに足していただい

て、情報発信していただくということで、両輪で情報発信していくということが大切だと
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考えております。学校にだけ負担を掛けるわけにもいかないと考えておりますので、今月

も外国語教育の充実ということで、指導課から情報発信させていただいております。学校

教育の充実につきましても同様の形で紙面掲載していきたいと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、何かございませんか。 

 

【岩井委員】 情報発信をしっかり学校にも家庭にも市民向けにもしていただけるという

ことで安心していますが、趣旨を誰にでも理解していただきたいと思っております。 

 

【中山教育長】 村本教育長職務代理者、何かありましたら。 

 

【村本教育長職務代理者】 結果を非常に楽しみにしておりますし、その結果を上手く利

用して、より良い方向に向けて頑張っていただければと思っております。 

 

【中山教育長】 教育委員会を挙げて、各学校の子ども達が輝けるように進めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 今岡部長、何かあればお願いします。 

 

【今岡学校教育部長】 先日の総合教育会議で岩井委員がおっしゃっていたように、やは

り「授業力」であるんだなと改めて思いますし、先ほどの水野委員のご指摘のように、ど

うトータルで授業を考えて取り組んでいくかということが遠回りのようで実は一番大事で

あると改めて感じているところです。そういった中で、教育委員会として、どういった形

で学校を支援していけるのか、保護者や地域の方々に理解していただく発信ができるのか

を併せて考えていきたいと思っております。 

 

【中山教育長】 最後に、６年生については、全国学力・学習状況調査と同一日というこ

とになりますが、負担はそれほど大きくないという解釈でよろしいですか。 

 

【仁科指導課長】 全国学力・学習状況調査実施後、教科横断的な問題と児童アンケート

が追加されておりますので、一日の行程といった物理的な部分では当然負担はあるかと思

いますが、子どもに力を付けて欲しいです。 

また、教師の指導力の向上にも繋がるといった趣旨・目的を鑑みて、先生方、保護者の

方々にも理解していただくことが必要と考えております。 

 

【中山教育長】 物理的な部分での負担というのは確かにあると思いますが、これまでも、

全国学力・学習状況調査実施後に授業を行っていましたので、是非とも、プラスの面につ

いての理解をしていただければと考えています。 

 

【中山教育長】 次に、「大阪モデル レッドステージ(非常事態)への移行に伴う教育委
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員会等の対応について」、仁科指導課長より報告させていただきます。 

 

【仁科指導課長】 それでは、市立学校園における新型コロナウイルス感染拡大について

の現在の対応状況についてご報告させていただきます。 

 既にご承知のとおり、大阪府の新型コロナウイルス対策本部会議において、大阪府内に

おける新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、大阪モデルを「レッドステージ (非常

事態)１」として警戒レベルの引き上げが行われております。一旦、12 月４日から 12 月

15 日を取り組み期間として要請事項が示されましたけれども、その後、12 月 14 日開催の

対策本部会議において、12 月 29 日まで取り組みを継続していく、自粛要請を強化してい

く要請事項が示されているところです。 

 教育委員会といたしましては、年度当初にありました分散登校や短縮授業というのはレ

ッドステージにおいては行わないということで、１教室 40 人の通常形態での教育活動を

継続するということにしております。その上で、感染対策について改めて徹底をし、感染

リスクの高い、いわゆる密接するような教育活動を行わないということで、学校長へは通

知をしているところです。また、自粛要請期間ということでございますので、バス等の公

共交通機関での移動を伴うような教育活動、いわゆる日帰りでの修学旅行の代替え行事を

様々企画いただいているところですが、そのような活動については中止ということにさせ

ていただきます。部活動につきましても、自転車等で近隣へ移動する対外試合については

可能としておりますけれども、バス等の公共交通機関での移動については同様に自粛をお

願いしているところでございます。現在、そういった対応をお願いしているところですが、

年末年始についても、感染拡大の影響を考慮して、12 月 29 日から１月３日の部活動等を

含む教育活動を行わないということで通知をさせていただきました。我々としては、今後、

大阪府の対策本部会議における決定を注視して、教育活動について学校に引き続き通知及

び支援をしていきたいと考えております。 

最後に、今年度の卒業式について、校長会から今月の中旬時点で卒業生と保護者のみで

開催すると決定したとの申し出がありましたことを併せて報告させていただきます。 

 

【中山教育長】 この間、学校については以上のような対応をとっておりますが、学校体

育施設開放事業も中止をさせていただいておりますので、田中生涯学習担当部長よりそ

の点について報告願います。  

 

【田中生涯学習担当部長】  学校体育施設開放事業を生涯学習スポーツ課で担当してお

りますので、私から報告させていただきます。学校体育施設開放事業そのものは、公立学

校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、社会教育のための利用に努めなければなら

ないという法の規定があって成立している事業ですけれども、先ずは 12 月 29 日までは指

導課と歩調を合わせるとともに、更に、年明け１月８日の始業式を無事に迎えることがで

きるように、学校体育施設開放事業については、１月８日まで貸出をしないという形をと

っております。 

ただ、この間、市民の方々からは様々な意見が寄せられておりまして、活動されている

多くの方が、子ども達を指導しており、スポーツを通じて、規範意識、生活習慣、生活態



－9－ 

度についての指導を教育の一環として行っており、学校授業がしっかりとされている中で、

社会教育の面からそういった活動も続けていきたいといった意見等を頂戴しているところ

です。また、大阪府内で同事業を中止している自治体が非常に少ないという現実がござい

ます。恐らく２、３市という状況ですので、そういった点も考慮して、どういった形で再

開していくのか、新型コロナウイルスの状況を注視しながら、議論、決定していきたいと

考えているところです。 

 

 

【中山教育長】 学校教育について指導課より報告がありましたが、これに付随して色々

なことが起こってきておりますので、よろしくお願いします。 

新堂副教育長、成人式の中学校開放について報告願います。 

 

【新堂副教育長】 それでは、報告させていただきます。元々、成人式につきましては、

市長部局の主催で、通常は総合体育館で行っております。今回は、10 月から 11 月にかけ

て、３部体制で分割して実施することが検討されておりましたが、それ以降、新型コロナ

ウイルスの感染状況が悪化していることを踏まえまして、今回はオンラインでの開催とい

うことで、会場に集合にしない形をとっておられます。ただ、一方で一生に一回のイベン

トということもあり、公共施設、商業施設等に写真撮影のスポットを設けるということを

検討されておりまして、その中で、新成人が卒業した中学校においても、11 時から 15 時

の４時間、校門に成人を祝う看板を設置して撮影スポットとしようと考えております。但

し、部活動等が行われておりますので影響がないよう、また、校門のところにスペースが

ない学校を除いて校舎内へ新成人が入ることのないよう、職員を４人程度ずつ配置して管

理していきたいと考えております。当初、小学校 28 校という考えもありましたが、小学

校から通常はそのまま地区の中学校に進学するということと、数を増やすことで管理リス

クが高まることから、中学校 15 校だけを撮影スポットしていきたいと考えておるところ

です。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、今の報告を受けまして、何かありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 学校体育施設開放事業の件ですが、先日、ある学会の理事会にZoomで参加

していまして、東京の大規模私大の管理職、副学長レベルの先生方から体育会の部活動で

のクラスターが非常に多発しているということをお聞きしました。これは裏を返せば、教

室ではほとんど発生していないということを考えると、体育施設の開放を中止されている

のは、英断といいますか、重要なことであると思いました。あと、成人式の件ですが、先

日、文部科学省から大学宛てに、充分留意するようにとの注意喚起がありましたので 八

尾市の取り組み、対応というのは先進的といいますか、非常に重要なことで、今後、各種

入学試験が行われる状況を鑑みますと、成人式については時期的にリスクを伴うものだと

思いました。そういった点で、非常に良い決定をされたと思います。 

 以上です。 
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【中山教育長】 他の委員の皆様、いかがですか。 

 

【藤井委員】 成人式については、試行錯誤されて写真撮影のスポットを設けられるとい

うことですが、コロナ禍の状況で会場での式典がない中で、新成人の皆さんが少しでも楽

しめる良い方法ではないかと思います。あと、卒業式については、卒業生と保護者のみで

開催するということですが、それも致し方ないかとは思います。本来ならば、下級生が卒

業生を歌や拍手等で送りだすといった光景が見られるかと思いますし、それによって下級

生は、今後自分たちが最高学年になるんだといった意識を持つ機会にもなったりする大切

な機会かと思いますが、今回はそういったこともできないでしょうから、例えば、ビデオ

メッセージなどで上級生への感謝の気持ちを表すといったような工夫を何とか各学校でし

ていただければ良いなと思います。 

 以上です。 

 

【中山教育長】 ありがとうございます。現在、学校訪問をさせていただく中で、校長先

生方がおっしゃっていたのは、モニターを利用して何らかの形で在校生が卒業生を送り出

すということにしっかりと気持ちが向くように工夫をされているということでした。昨年

も急遽、卒業生と保護者のみの卒業式となりましたが、新しい生活様式といいますか、こ

れまで儀式的行事として行ってきたことを、どうしたらその趣旨を活かした上でやってい

けるか、今、転換期として考えているということもおっしゃっていました。このことにつ

いて、何か指導課に情報は入ってきていますか。  

 

【仁科指導課長】 まだ具体的なプログラム等については、情報として入ってきておりま

せんけれども、藤井委員、教育長がおっしゃっていただいた趣旨については、管理職含め

て全教職員が同じ思いでいるものだと考えています。しっかりとした卒業生の送り出しと

次の最高学年としての自覚を養えるように良い取り組みに繋がるようにと考えております。 

 

【中山教育長】 他の委員の皆様、よろしいですか。 

 

【中山教育長】 それでは、次に、「いじめの重大事態事案への対応について」、黒井人

権教育課長より報告させていただきますが、本報告の内容につきましては、八尾市個人情

報保護条例第 14 条第１号の当該個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認めら

れるため、公開可能な時期が来るまでは非公開とすべき内容となりますので、この報告に

つきましては非公開とさせていただきたいと思います。委員の皆様、よろしいですか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、本報告については非公開とするこ

ととさせていただきます。 

 

（以下、非公開報告） 


