
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２９年１０月２４日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成２９年１０月２４日（火）午後２時０５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ０件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    ０件 

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   平成２９年１０月２４日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ １F 会議室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄 

          委 員  田村 雅恵   

          委 員  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

 

計  ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

  日程第２  教育長報告 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    教育次長     中坊 京子      

総務課長     谷口 充寿    学校教育課主幹  畑尻 佳括   

社会教育課長   山下 賢二    総務課主任    野田 直子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員会会議を開

催します。 

       本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりでございますが、よろしいです

か。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   よろしいようでございますので、それでは日程第１、「議事録署名委員の指名」

を行います。府中町教育委員会会議規則第１８条第３項の規定により、私と坂田委

員を指名することとしますがよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   お願いします。では次にまいります。日程第２、「教育長報告」を議題といたした

いと思いますので、報告いたします。 

      ○１０月１１日（水）府中中学校合唱祭、１０月１４日（土）府中東小学校合唱祭

について 

１０月１１日の府中中学校合唱祭に皆さんにも行っていただきまして、本当にあ

りがとうございました。また後ほど学校に行かれた感想等、お気づきの点等ありま

したら、ご報告いただきたいと思います。それから１０月１４日に府中東小学校の

合唱祭がありました。私は府中東小学校のほうは、欠席させていただきました。 

      ○１０月２０日（金）広島県町教育長会研修会について 

それから１０月２０日、県の町教育長会研修会が安芸太田町でありました。この

日、府中緑ケ丘中学校の公開研究会も合わせてありましたが、こちらとしても教育

長会のほうに行かなくてはいけなかったので、そちらのほうへ行かせていただきま
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した。ざっと概要を報告いたしますと、午前中まず加計中学校の授業を視察いたし

ました。加計中学校は、モデル的に業者の富士通と提携を組んだりして、音声認識、

文字認識システム、これを導入した研究をしているといったことがありました。４

人のグループの真ん中にこんな棒のようなものが立っています。そこにカメラが４

つついています。生徒はみんなここにマイクをつけている。社会科の授業だったの

ですけども、先生の出された課題について、日本とイタリアの間の時差、これがど

れぐらいかというのをそれぞれ解決していくという授業で、それぞれから見て生徒

たちがいろいろなことを話し合う活動をしている様子が、実は音声で東京にあるク

ラウドまで行って、それが返ってくる、それが文字で出てくるといったような形で、

つぶやきとかも拾うために、とにかく言った順番にアトランダムに流れてくるので、

顔の様子と一緒に画面を見ながらでないとなかなか見られないということが、ただ

子どもの声を拾って文字になるというのは、まだ十分にできていなくてまだまだ課

題がたくさんあるような中身でした。やっぱり変換がうまくいってないというよう

な感じでした。グーグルで、携帯で結構うまく変換しているけれども、どうもまだ

きちんとできてないなという。ただこれはあくまでも評価であるとか、教材を今後

作っていくときに子供のつぶやきを入れて授業をつくり上げていく時にするので、

毎時間使えるものでもないし、その時間にすぐそれを聞いて先生が授業の中に生か

していくなというものでもないような感じがしました。最後は、それぞれ急にアナ

ログになって、こういううちでもいろいろ使っているホワイトボードで話し合って

まとめを書いて、前に張っていくという一緒じゃないかと思ったりしたのですが、

そういったような授業がこれからこんなふうになっていくのかなと思いました。分

析は東大のほうでやってくれているみたいでした。ただ先生たちの感想の中に、こ

れまでの授業を考えていかないといけないなというのが感想の中にすごくあって、

自分の伝えたいことを言う授業ではなくて、やっぱり子供が学びたいものを引き出

してやっていく授業に変えていかなきゃいけないというのは、こういう機会を通し

ながら話したようなことはありました。 

       それから、その後戸河内小学校で授業と校舎の視察をしましたけれども、戸河内

小学校は３５人の学校です。授業視察はクラスが少ないのですぐ終わるんです。メ

インは、実は戸河内小学校というのは、地元の木材を使った校舎を造っている、２

階建ての耐震化をした、その説明がありました。役場のほうの教育委員会の建設課

から来て、９億ぐらい、府中中のように三十数億かかっている学校とは違うのです

が、木材はたった２階建ての小さな校舎でもそうだから、坪単価にすると１４０万

ぐらいかかるじゃないかと思う。そのかわり香りもいいですし、やっぱり暖かい。

本当に暖かい校舎だな思いますよね。こういう中で学べる子供はいいなと思いまし

たし、下は床暖房です。壁とか床は大体杉の無垢でつくってありました。といった

ような校舎ですばらしいなと思いましたけれど、なかなか府中では無理だなと思い

ました。これだけ大きな建物できれい、耐震構造でつくっているというのはやっぱ

り大きいなと思いましたけど、とてもいいなと思いました。それから、昼からは吉

水園、加計にある、モリアオガエルの生息している。全国からいろいろな有名な鈴

木三重吉とか夏目漱石によって、歌を詠んだりしたようなところでございます。加

計さんという人の別荘です。たたら製鉄をやって財をなさった方であります。 

それから、指導講話が県教委の学校経営支援課の山本課長さん。働き方改革につ

いてということで、緊急提言が出されたりしたことの紹介と県では今こんなような

ことを考えていますと報告がありました。山本課長は筒賀の人なので地元に帰った

ということでもあります。その後、温井ダムの見学に行ったのですが、温井ダムは

アーチ式で日本で２番目に大きいそうです。一番大きいのは黒部、その次に大きい

ということでありました。エレベーターで下まで降りて、下から見ることができる

ので、ぜひ一度行かれたらと思います。自由に見られるそうです。私たちは途中で

おりて、ずっとトンネルの横をずっと歩いて中ほどから水を放水するという、そう

いったところを見せてもらって、いろいろと説明を受けていました。とてもいろい

ろなことが勉強になった研修会だったなと思います。今回報告の主にはこれ私ごと

なので、あとは委員さん方が行かれた合唱祭、それから公開研、その他の独自のオ
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ープンスクールとか、行っていただいているのでこの辺の報告をお願いします。よ

ろしくお願いします。 

 

坂田委員   ９月２７日水曜日、南小の道徳参観日に行きました。５・６年生の道徳の授業を

参観しました。補助の人工心臓を装着して、命の大切さを子供たちに語る活動をし

ている森原大紀先生の話を聞きました。講演の後、グループに分かれて学んだこと

の意見交流をしていました。その中に保護者も入って、児童７～８名に保護者１～

２名が加わっての活動をしていました。児童は自分の学んだこと思ったことをため

らうことなく、みんな堂々と自分の思いを伝えていたのが、非常に印象に残りまし

た。また、注意深く聞いていたので、よく考えているんじゃないかなと思いました。

保護者の方も自分が生まれたことを率直に児童に語りかけていた、飾らないで自分

の思いを伝えているグループがありました。命の大切さを学ぶとともに、自分らし

くどう生きていくか、自分を考える時間になったように思います。これからにつな

がるというふうに思います。 

       １０月４日、府中緑ケ丘中学校のオープンスクールのほうに参加しました。中央

小学校と南小学校の６年生が授業体験、それから部活動体験をしていました。児童

のほうはかたくなるような感じはなくて、非常に楽しそうに部活も含めて体験した

ように思います。緑ケ丘中学校の生徒会執行部の子が非常に積極的に動いていまし

た。パワーポイントを使って学校紹介をしていました。かなり引っ張っていってい

るなという印象が残りました。それから、２年生の生徒がリトルティーチャーとな

って各教室に案内したり、中に入って補助で教えたりしていました。とてもいい体

験だなと思いました。非常に緑ケ丘中学校の子が、笑顔で優しく安心して緑ケ丘中

学校に御出でという形でやっていたように思います。 

       それから、１０月１１日、府中中学校の合唱祭、私は時間の関係で１、２年生の

み鑑賞しました。合唱中の生徒のちょっと気になったところから言うと、聞き方は

よいのですがクラスの入れかえのときに、おしゃべりとかざわつきが去年と比べて

非常にあるなというのがちょっと気になりました。生徒が多分生徒会の子だと思う

のですけれども、先頭に立って指示していくというような形でした。学校の意図と

して生徒に進行させよう、生徒の力でやらせようということは伝わってきました。

中身ですけれど、１年生ですけれども、歌声が非常にきれいだったように思います。

しかし声量はもうちょっとあるといいなと全般的に思いました。２年生のほうは、

言葉一語一語、はっきりと歌おうと指導しているなというのが伝わってきました。

声量も１年生より出ていたとように思います。 

       それから、次が東小学校校内音楽会ですが、低学年のほうは、元気よく声も大き

く楽しそうに歌ったり、踊ったりしていました。高学年のほうは、ここも一語一語、

やっぱり大切にしているなというのが伝わってきました。はっきりと一語一語に気

持ちを込めて歌うというところを感じました。かなり速いテンポの合奏もあったの

ですけれども、ぴったり合っていて練習の成果が出ていたなと思います。特別支援

学級のほうは、一人学級だったわけですけれども、交流学級が非常にバックアップ

して自信を持ってきちっとやっていたのが印象に残りました。 

       最後に、府中緑ケ丘中学校の公開研究会ですけれども、中学校が取り組んでいる

学びの５か条、１が着ベル、２があいさつ、３が挙手・発表・聞く姿勢、４が学びの

姿勢、５がペアグループの活用を進めているわけですけれども、それが授業に随所

に反映されていたように思います。全校体制の中の取組みによって、定着が図られ

ているんじゃないかなと思います。学力向上のためにも非常に効果があるというふ

うに思っております。これからも徹底していって欲しいと思います。生徒の表情や

言動を見ていたのですけれども、先生とのやりとりも含めて生徒と教師との関係が

大変良好であるように感じました。生徒の思いを大事にして、生徒に寄り添った教

育が進められていると思います。生徒が安心して学校生活が送れているなと感じま

した。最後に３学級で公開された授業ですけれども、どれも主体的な学びを促す課

題設定になっていたように思います。また、かかわり合い活動として仕組まれたグ

ループ討議なのですけれども、みんなと達成するよい手だてだったように思います。
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課題としては、学級によっては先生のちょっと説明のし過ぎというところが感じま

した。時間配分がうまくいってないところもあったように思うので、その辺を改善

していったらいいなと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。その他、行かれて感じたことはございませんか。 

 

田村委員   ９月２７日の南小学校、坂田委員がおっしゃったのですけれども、森原大紀さん

の話で生徒も本当に発表のときに一人でも多くの方に生きる喜び、家族の大切さを

伝えたいという発表があって、いい気づきがあったのだなと思って、私自身も本当

に日々の小さな幸せ、当たり前のことが本当は当たり前じゃないんだよという、そ

の小さな幸せに気づいていくということを森原先生のお話から感じました。ライフ

イズカラフルということをおっしゃって、色とりどりの人生を、ああ、いい言葉だ

なと思ってそれが印象に残っています。 

       次に、緑ケ丘のオープンスクールなのですけれども、中央小学校と南小学校の６

年生は本当に立派だったんです。そのときに、やっぱり体育館で生徒会の子供たち

が両６年生に話しているときも、保護者の方がやっぱり後ろでしゃべっているんで

すよ。いけないと思いました。坂田委員がおっしゃったようにリトルティーチャー

の活躍が本当にすばらしくて、希望者というだけあって受け身じゃなくて、自らが

頑張って子供たちを迎えようという姿勢が見えました。最後、体育の授業に行った

のですけれども、そのときもリトルティーチャーが小学校の子たちに、今日はみん

な頑張ってねというようなことを、最後の挨拶もリトルティーチャーがやって、先

生が中央小学校の子どもたちが水筒をきれいに並べて体育館の隅に置いていたんで

す。それもちゃんと気づいてあげて、きれいに並べて偉かったねということも声か

けをされていたのですばらしいなと思いました。部活体験のときは、どのクラブも

本当に皆さん頑張っていたのですけれども、野球部は自分たちで証書みたいなもの

を考えられて、そこに野球部員からの一言もそれぞれ先輩が書いて、スピードガン

であなたは何キロ出ましたよというのもちゃんと書いて、賞状のように一人ひとり

に渡していたのがいいなと思いました。 

 府中中学校の合唱コンクールは最初から最後までいたのですけれども、昨年と比

べて、どうしたんだろう府中中学校と、ちょっと思ってしまいました。８時５０分

から始まる気配もなく、９時ぐらいに緊張感なく始まる感じで始まったんです。私

の来賓席前は２年生の女子だったのだけれども、１年生が歌っているときもずっと

しゃべっているんです。そのしゃべっていることに対して先生も注意をしないとい

うのもすごく気になって、しゃべり放題みたいな感じになっていたんです。３年生

の合唱はさすがで、声の出し方からハーモニーから強弱も絶妙ですばらしいなと思

いました。またその後の全校合唱の大地讃頌、その歌はすばらしかったのだけど、

一部の先生と生徒会がひたすらひな壇の準備をしているのだけど、あとの関係ない

先生と生徒たちはぺらぺらしゃべっていたので、いけないなと思ったのと、その大

地讃頌が終わって閉会行事まですごく長くて、４０分ぐらいずっと野放し状態で先

生もしゃべっている、生徒もしゃべっている、いつ閉会式は始まるんだろうという

ぐらい、本当は１２時４０分から始めますと放送はしていたのだけど、結局、閉会

式が始まったのは１時過ぎていて、でもそれに対して何で遅れたかという説明もな

くて、「では今から閉会式します、静かにしてください。」と始まって、その閉会式

も結構間延び感があって、例えば銀賞に選ばれたら何人前に出るという打ち合わせ

がなかったのでしょう、最優秀賞をとったところも３人出てと言われたけれど、そ

の場で誰が出るか相談していて、前に出るまでが長くて、結局終わったのが１時４

５分だったのです。本当に間延び感がすごくあって、生徒たちの給食も冷たくなっ

ているなと思いながら、きっと食べ始めたのは２時過ぎごろだったと思うので、府

中中学校どうしたんだろうとちょっと思いました。生徒の合唱はすばらしかったで

す。 

       それから緑ケ丘中学校の研究公開なのですけれども、本当に子供たちの表情もよ

くて、緑ケ丘中学校三訓の時間を守る、学びの場をきわめる、相手を尊重というの
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が先生も生徒もできているなと思いました。職員室の前に地域の方の書の陶芸展も

あり、本当にその上、走れない、静かに歩くという厳かなスペースもあり、一つ気

になったのが１年生の授業のときにグループトークをしていたのですけれども、そ

れが終わって先生が自分の意見を言った人、手を挙げてと言ったときに、言ってな

い生徒が手を挙げているのを見て、いや言ってないだろうと思ったのですけれども、

ああいうのはやっぱり注意して一人ひとりを見ておかないといけないなというのも

思いました。 

       それから一日園長でピッコロゴードに行ったのですけれども、平仮名ワークをし

ていて、子どもたちにわかりやすく指導していました。以前から小学校でも鉛筆の

持ち方が気になっていたので、取り入れたらいいなと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。 

 

小濱委員   私は今回、府中中学校の合唱コンクールと、東小学校の校内音楽会に行かせてい

ただきました。府中中学校の合唱コンクールは、今回初めてで、皆さんのように今

までを知らないので、何とも言われないのですけれども比較はできないのですが、

この課題曲と自由曲というのは今年が初めて、よくこの短い時間で課題曲と自由曲、

両方ちゃんと練習したなとは思いました。特に３年生はアカペラで課題曲を歌った

のです。私は３年生の全体の歌を聞いただけで、残念ながら帰らせていただいたの

ですが、あれはもうすばらしくて、ちょうど来賓席がさっき言われたように２年生

と３年生の間に作っていただけたので、いつもだったらいつも横の方なのでちゃん

と聞こえないのですけれども、後ろからすごく聞こえてきたのですごく感動した、

私は気持ち良く帰らせていただいたのですけれども、そのようにその後長く長引い

たというのは知らなかったですが、やはりちょっと気になったのは、歌が始まると

一応静かにはなるのですけど、その間とか１年生、２年生のチェンジの間とかその

要所要所がやっぱりなかなかきちんと始まらないみたいなところは、やっぱりちょ

っと気になりました。 

 それから東小なのですが、ここの音楽会はいつもすごいいいなと思って聞いてい

るのですけど、今年も歌っている子供たちが歌い終わった後、いい顔をしてみんな

おりてくるんですね。やり切った感というか、やったという感じのどの子もそうい

う顔をしておりてくるし、やっぱりみんなで一生懸命やっているというのが伝わっ

てきたのでとてもよかったです。特に６年生は、リズムも難しいような音楽を立派

に演奏していましたし、ハーモニーもとても難しい曲だと思うのですけれど、よく

歌ってなとすごく思いました。一番近くに２年生が座っていたのでちょっと２年生

の集中が切れていたかなと、１年生のほうがきちんと聞いている感じがしましたけ

れども。そういうことを思いましたが、全体的にはよかったです。以上です。 

 

上之園委員  私は行事には参加できていないのですが、研究会には仕事上（指導助言者として）

で参加していることから報告させてもらいます。府中中学校区が今年度から、総合

的な学習についても 4 校そろって研究をスタートさせようと動き始められました。

府中東小、府中北小が先行して研究しておられましたが、府中小学校と府中中学校

も今年度から本格的に取組みを始められ、4 月から 4 校そろっての動きになってい

るようです。府中小学校は今週、公開研究会があります。1 月 16 日には府中中学校

区としての研究会をされるようで、その時の総合的な学習の時間の指導に入る予定

です。ただし、授業は府中北小学校と府中中学校ということなので、4 校が合同で研

究するところまでは、いっていても、公開研究会はそれぞれが行っている状況です。

来年度は分かりませんが、夏の指導案検討をはじめ、同じように研修をしているの

に研究会は別になるのはどうかと思っています。 

なかなか行事には参加ができないのですが、研修会の時には校長先生方にお話を

伺っていきたいと思います。 

今ちょうど教育実習中で、大学で担当する学生の実習先を訪問させていただくの

ですが、どの学校でも校長先生は児童生徒のことをとても良く知っておられます。
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いろいろなエピソードを多く知っておられ、学級をよく見ておられるのだろうとい

うことが分かります。 

 

教 育 長   多分、府中小学校は今年、これまで算数科をずっと進めてきていてその算数科の

成果を多分ほかの教科に広げたいということで、今年体力に課題のある体育をとい

うふうなテーマ設定をされたということがあると思いますね。ただ、研究自体一緒

に中に入ってやられていますよね。 

 

上之園委員  公開されてもいいんじゃないかと思うのですが、少しレベルは自分のところは出

すのにはまだ達していないので一本持っていくというのがあって、こっちから見た

ら入れるんじゃないかなと思うのですけれど、遠慮されているのではないかと。東

小学校と北小学校が頑張られているので、自分の学校から１本持っていくのがどう

かなと思われているのかなというのがありますけれども。４校とにかくそろって研

修されるようになったということでございます。 

 

教 育 長   ありがとうございます。昨年の府中中学校の合唱祭を見てここで言ったのを覚え

ているんですよ。集まって出るときから立って帰って席に着くまで、それを全てを

自分たちの発表の場だというような思いでそれを作っているといったようなこと感

じたんです。そんなことを去年言ったのを覚えているんですね。やっぱり何かすご

く力をつけてきているなということを思って、今年は２年と３年を見たのかな、２

年から見て最初を知らないですね、２年を見たときはちょっとさっきのと違うなと

いう感じを受けたのですが、３年はさすがにやっぱり２年、３年となっていくとこ

ういうふうに成長していくんだなというような話で、今年の２年は来年３年になっ

たときに、あんなふうにできるのかなということをちょっと思っていました。全校

合唱のときは私も本当に同じことを思いました。時間がかかるのと子供に主体的に

やらせるのはいいのだけど、それは教員の指導があってからの話で、最初は指導し

ているからよく動いてやっているのだなと思ったら、いつまでもできない。最後の

安全点検ぐらいは教員がきちっとしとくべきと思うのだけれど、上の方に机や椅子

を積んだのも知らずにそのまま通り過ぎていくというのもいけないことです。それ

はきちんと最後は安全点検して、生徒のそういう場所だけはきちんと見ておかなけ

ればいけないというようなことです。どうも生徒に任せるのが主体性みたいに思わ

れているところがちょっとまだあるのかなということを感じた次第でありました。

時間がかかっているのは、なかなかそこまで知りませんでしたね。本当ありがとう

ございます。何かその他ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、以上で本日の議事日程を全て終了いたします。これをもって

本日の会議を閉会いたします。 

 

（閉議 午後２時０５分） 

 


