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会議次第 

 

１ 協議事項第１号 目白小学校通級指導学級開設に伴う学区の変更について 

２ 報告事項第１号 非常勤職員の任免 

３ 報告事項第２号 臨時職員の任免 

４ 報告事項第３号 秋田県能代市への教員派遣について 

５ 報告事項第４号 平成２５年度 豊島区基礎的・基本的な内容の定着に関

する調査結果（速報）について 

６ 報告事項第５号 夏季休業中の生活指導について 

７ 報告事項第６号 各小中学校における生活指導の課題について 

８ その他 
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千馬委員長） 

 ただいまから、第７回教育委員会定例会を開催いたします。本日の署名委員は、渡邉委

員、小林委員です。よろしくお願いいたします。なお、人事案件を後にして、順番も少し

変更したいと思います。 

（委員全員了承） 

（１）協議事項第１号 目白小学校通級指導学級開設に伴う学区の変更について 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 目白小学校通級指導学級開設に伴う学区の変更についての説明をいただきました。委員

の先生方で何かご質問等ありますか。 

三田教育長） 

 保護者からは、学区変更されると困るという声はありましたか。すでに別の通級指導学

級に通っている場合、目白小学校の方に移らなければいけないけれども移行期間を設定す

るのか、また、今後保護者にどのように周知していくのかも説明していただきたいです。 

 それから、色分けされた地図を見ますと、南池袋小学校に子どもたちが集中してしまう

のではないかと心配です。北側のエリアが非常に広いです。ニーズがあるのなら北側にも

う１カ所くらい通級指導学級が必要なのではないのかなと感じます。通級指導学級のニー

ズも増加傾向にあると思いますので、そのあたりの説明もお願いします。 

教育センター所長） 

 移行期間等をどう考えていくかについてですが、２学期に実施する意向調査を踏まえて、

様々な調整を行っていきたいと考えています。教員の異動もあることから、１年ごとに通

級学級の見直しを図り、２、３年かけてゆっくり対応していきたいと考えています。 

 次に、通級指導学級の設置個所についてのご指摘ですが、確かに南池袋小学校の学区は

広く、南池袋小学校は５学級で運営しているのが現状です。この学区は、文成小学校と池

袋第一小学校がある地域です。池袋第一小学校が改築予定ということで、その機会に池袋

第一小学校に通級指導学級の設置を計画しています。まだ決定事項ではありませんが、校

長先生からは、通級指導学級だけではなく固定級も必要ではないかという声も上がってお

り、特別な支援が必要な児童が増加傾向にあることは確かです。保護者の理解を得ながら、

通級指導学級や固定級の設置について、検討を進めてまいりたいと考えております。 

教育総務部長) 

池袋第一小学校についてですが、次期の小・中学校改築計画の前期１０年間で改築を計

画しています。文成小学校と池袋第二小学校が統合して池袋本町小学校になります。その

後、文成小学校を仮校舎にして池袋第一小学校の改築を計画しています。平成３０年度以

降の計画ですが、北側のエリアに通級指導学級がほしいという意見は多く聞きますので、

反映するような形で計画を進めていきたいと考えております。 
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菅谷委員） 

 まだよくわかっていなくて申し訳ないのですが、通級指導学級は、１年から入る人もい

れば２年で入る人もいて、その状況によって様々だと思います。６年まで通う人もいれば、

途中で通わなくなる人もいるのですか。 

教育センター所長） 

 例えば、在籍校が巣鴨小学校だとすると、１週間に１日だけ朝日小学校のひいらぎ学級

に通います。もし１年で状況が改善されれば退級しますし、継続している児童もおります。 

菅谷委員） 

 あと、目白小学校の通級指導学級の開設が４月１日になっています。校舎が開校するの

は８月となっていますが、どういうことでしょうか。 

教育センター所長） 

 ４月１日に教員の配置がございます。目白小学校の通級指導学級には、１学級あたり２

名配置されます。その教員たちは、４月１日に配置され、８月の開校までの間、目白小学

校の開設に伴って担当することになる目白小学校、池袋第三小学校、高南小学校の子ども

たちを指導訪問します。１週間に１回から２回学校を回り、巡回指導して子どもたちの状

況を細かく捉えながら指導します。８月からは、巡回指導していた目白小学校、池袋第三

小学校、高南小学校の子どもたちが目白小学校の通級指導学級に通うことになります。 

三田教育長） 

 東京都は、通級指導学級ではなく、先生が各学校の子どもたちを巡回指導する方針を進

めています。モデルケースを作って準備しているようですが、これをどのようにお考えで

すか。 

教育センター所長） 

 東京都特別支援教育推進計画の第三次計画に基づき、特別支援学級を中心にして、隣接

する学校を巡回指導するという方針を出しております。教育センターでもその方法を研究

中です。東京都の研究の指定に当たっているのが、北区、目黒区、狛江市で、本区として

は、それらの自治体の動向を踏まえて、本区でも適切に機能していくかを十分に検討した

上で、準備や計画をしていきたいと考えております。 

三田教育長） 

 わかりました。 

菅谷委員） 

 平成１５年から通級指導学級を始めたということですが、その成果についてお伺いした

いです。 

教育センター所長） 

 通級指導学級に通うことで改善は図られますが、発達障害は完治することはほとんどあ

りません。ですが、通級指導学級は個別に工夫した指導をして、子どもたちに対応力や適

応力を身につけることを目標にしています。判定委員会で対応力が身についたと判断して、
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通級の必要はないと判定される子どももたくさんおります。丁寧な個別の指導計画を作り、

指導していくことで、一定の対応力を身に付けさせることが必要であると考えております。 

菅谷委員） 

 完治は難しいと思いますので、例えば、小学校では通級指導学級を退級になったけれど

も、中学生になったときに再び支援が必要になる子どもも多いのですか。 

教育センター所長） 

 中学校は千川中学校に千川学級という通級指導学級があります。千川学級には、現在、

２学級に１６人の生徒が通級しています。中学生になると子どもたちも随分落ちつき、適

応力が増しているケースが多いですが、中には適応が難しい生徒もおります。 

菅谷委員） 

 在籍校でいじめの加害者や被害者になるケースも多いと思います。豊島区ではいかがで

しょうか。 

教育センター所長） 

 昨年、いじめの問題がマスコミ等に多く取り上げられ、教育指導課と教育センターで協

力し、情報を提供しあい、いじめの件数を減らすための取組みに力をいれております。教

育センターのスクールカウンセラーが子どもたちの状況を確かめた結果、情緒障害の子ど

もたちがいじめに遭いやすいというデータが出ており、いじめ等の課題を大きくせず、小

さいうちに解決するということで各担任が鋭意努力しております。 

三田教育長） 

 協議事項なので教育委員会としての考え方をまとめる必要があると思います。私として

は、通級指導学級は、個別に指導することで適応力を高めたり、学習意欲を高めたり、人

間関係を伸ばしていく上で非常に大切な営みだと思っています。様々なニーズに応えてい

くという意味で、今回の目白小学校と北側のエリアに１つ、通級指導学級を作ることを計

画しています。東京都のモデルケースの結果がまだわかりませんが、先生が各学校をまわ

って指導する方法だと先生の数を増やさないと難しいのではないかと感じています。です

が、保護者が引率して通級指導学級に通うことが難しいという声もありますし、安全上の

問題もあります。柔軟に対応するために教育委員会として考えていかなくてはいけません。

東京都の方針の結果を見て、課題等の整理をして、豊島区のニーズにあった対応が必要だ

と思います。 

渡邉委員） 

 通級指導学級まで子どもを連れて行くのが保護者の負担になっているというのは事実で

すが、その反面、いつもと違う学校に行くことで子どももスイッチが切り替り、成果があ

ると感じているという意見を聞いたことがあります。全てを東京都の方針に合わせるので

はなく、ニーズに合わせて対応していただきたいと思います。 

 改築の際にもう一か所通級指導学級を作るということで、なるべく早く家庭に周知して

いただきたいと思います。保護者も安心感が得られると思います。建て替えが決まった段
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階でお伝えできるように計画していただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 小林委員はいかがでしょうか。 

小林委員） 

 今までの方法を変更することになるのであれば、その影響を挙げて、移行する際には

様々な配慮をしていく必要があると思います。丁寧に対応していただきたいと思います。 

千馬委員長） 

学校現場にいたときに、通級指導学級の成果、良い効果を与えたケースをかなりの件数

見ました。目白小学校に通級指導学級ができることによって、児童が分散し、より細かな

効果が期待できます。北側のエリアにも増やす計画があるということで、その際には、渡

邉委員がいうように早めに情報提供していただきたいと思います。 

では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 協議事項了承） 

（２）報告事項第３号 平成２５年度豊島区基礎的・基本的な内容の定着に関する調査結

果（速報）について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ほとんどの教科、学年において目標値を上回っていることと、社会では中１から、理科

では中２から目標値を達成していない生徒が半数程度いるというのが際立った特徴である

という報告をいただきましたが、委員の先生方、何かご質問はありますか。 

小林委員） 

 目標値はどのように決められているのですか。小学校３年生は７５．３点、中学生にな

ると５０点とか４７点と差があります。これは、おおむね満足できる理解度に到達してい

ると考えることができる値を表しているのですか。 

 それから、 後のページの達成率の推移ですが、教育という観点から見ると、単純に目

標値を達成していればいいということではないと思います。例えば、目標値を達成した上

で経年の達成率が８０％になることを目指すとか、目標のターゲットを設定してグラフに

すると分析しやすいと思います。 

 三点目に、この学力調査を年度の頭に実施しているということで、小学校６年生は５年

生までに学んだこと、中学校１年生のときは小学校で学んだことを調査していることにな

ります。これまでに学んできた内容が基礎になっていて、年１回の調査なので現在の学年

の成果を見ているわけではなく、これまでの成果の連続性で調査しているので少し複雑化

していると感じました。 

教育指導課長） 

 まず、目標値についてです。業者委託をして学力調査を実施しておりますが、この業者

は文部科学省の調査等も委託している会社で、一般的な授業をしたときに、恐らくこれぐ
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らいの点数がとれるだろうということをリサーチして、概ねの数値を作成しています。当

然、経年で様々な分析をして数値を出していると思います。 

 それから、達成率についてです。豊島区の教育ビジョン２０１０や未来戦略プランの中

では、国語の達成率は７５％にしようということを明確に位置付けてありますが、数字に

もばらつきがありますし、目標値が学校にもきちんと周知されているのかというと、まだ

まだ弱いと感じております。指導を徹底し、改善していきたいと考えております。 

 三点目のご指摘ですが、確かに、各学年での成果を見るには複雑だと感じます。ですが、

年度当初に子どもたちの状況を学校全体で共有して、指導の改善はもちろん、経年でデー

タを蓄積し、夏にはヒアリングがあり、その後授業改善推進プランを作成する等の組織的

な授業改善を進めるなどして活用しております。 

小林委員） 

 この調査の目的によると思いますが、学習指導の改善と学力向上という目標ならば実施

時期を変更したほうが分析しやすいと思います。結果を全国平均と比べて豊島区はどれく

らいの成果を上げたのかというところだけでなく、先生たちが、自分がした教育の効果を

評価して指導を改善していったほうが良いと思います。率直な感想です。 

教育指導課長）  

 各学校にはデータを公表しています。子ども一人ひとりのデータと、学校全体の傾向と

して内容ごとに正答率が区分けされているものをお示ししています。例えば、ある児童の

特に点数の低い単元はどこか、経年変化で見て５年生のとき、４年生のとき、３年生のと

きはどんな成績だったのかを学校で蓄積しています。先生方の教育指導力をどのように上

げていくのかという視点と、子どもたち一人ひとりの学力保障をどうしていくのかという

視点から分析する際にこのデータを用います。経年で見ていくと、上級学年では、いつ習

ったことが弱点なのか、どの部分を補充していけば今学んでいることが理解できるのかも

わかります。今後もこのデータの良い活用方法等を学校に紹介していきたいと思います。 

小林委員） 

 では、先生方は自分たちがこれから教えていく生徒たちがどういう状況にあるかという

ことを事前に調査して、その結果を教育方法に活用しているということですか。 

教育指導課長） 

その通りです。今まで習ったことがどの程度定着しているかという側面と、前年度まで

の先生の指導方法によってどのような結果が出ているのかが確認できます。自分の指導を

振り返るための一つの材料になると考えています。 

渡邉委員） 

 中学校について１点確認したいです。中学校では、ほとんどの先生が各学校に６年ほど

お勤めいただくと思いますので、専科の先生が１年生から３年生までを経年で教えている

ケースが多いと思います。成績が下降気味の学校は先生の指導の内容に問題があるのでは

ないかということも推測できます。下降気味の教科もあるという報告もありますが、各学
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校では計画を立てて、それらを改善していくことに努めているということです。もちろん、

その年の子どもたちの環境や反応は違いますので、難しいことだと思いますが、この結果

を把握して先生の意欲を高めていただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 今回の社会と理科の結果につきましては、教育指導課も大変危機感を覚えております。

これまでも授業改善指針を作成したり、各学校で様々な取組みをしていますが、このよう

な結果が出ています。そこで、社会担当の校長先生と連絡をとりましたところ、各学校に

３人ほどの社会科の先生がおりますが、授業改善を社会専科の教員だけに任せてよいのだ

ろうかという議論もありました。区立中学校の教育研究会という組織があり、８校の社会

の先生が集まって研究活動をしていますが、その研究の中身が授業改善につながっていな

いのではないかいう課題意識を持っております。今後、この調査の結果を精査していく中

で、取組みの改善についても検討していきたいと考えております。 

小林委員） 

達成率は、８０％を目指すことになると、それに向かって授業を進めなくてはいけませ

ん。例えば、４年前は５１％だったのに、今は３６．４％しかないということであれば改

善する必要があります。小学校の場合、全教員が何故こういった推移になったのかを分析

していただいて、教育についてともに学んで検討していただきたいと思います。学年横断

的に教育の改善方法を考えていただき、個人個人で教育指導を変更するというよりは、全

体の指導内容を充実するのが良いと思います。 

教育指導課長） 

 個人の力に任せてしまうと、前年の踏襲になってしまって改善につながらないことが予

想されます。今、ご指摘いただいたようなことが実際にできるように仕組みを整えて、各

学校と協力して進めていきたいと思います。 

三田教育長） 

 伸び幅が小さい学校を全て否定しているわけではありませんが、何が原因なのかを把握

していない学校があるのではないかと感じています。原因を把握して、目標を持って行動

していただきたいのです。全校平均の達成率を絶対クリアしなければいけないということ

ではなくて、学年や地域にあった目標に向けて指導していただきたいです。調査の委託業

者にも精度の高い分析ができるような値を出していただいて、より細かなところまでわか

る調査にしていかなければなりません。教育ビジョンも見直しの時期です。さらに役に立

つデータにするとともに、データを今以上に役立てることも重要だと考えています。 

教育総務部長） 

 今回のテストの結果の補足です。特に中学校の数値ですが、例えば国語や社会の達成率

が年々下がっています。これには、平成２１年度から私立中学校に進学する割合が少しず

つ増えてきているという背景があります。小学校で学力の高い子どもが進学先を私立中学

校にするケースが多いのです。先程、小林委員からご指摘いただいた理科の中学２年生で
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３６．４％という達成率ですが、４年前だと５１．８％です。同じ学年が４年間でこのよ

うな経過をたどったわけではありませんし、学力の高い子どもたちが私立中学校を選択す

る傾向にあるということが少し影響を与えていると考えています。公立学校は学力の基礎

をしっかり身に付けさせることが役割であると考えて、学力の底上げに力を入れておりま

す。 

小林委員） 

 先生たちが学年横断的な研究をする必要があると言ったのはそのためです。１年生で教

えたことが２年生で、２年生で教えたことが３年生で活かされているのかが重要です。そ

のためには、学年を超えて理科の先生たちが集まって、教育の質を高めていただきたいと

思います。 

千馬委員） 

 菅谷委員、いかがですか。 

菅谷委員） 

 委員の皆さんのご意見のとおりだと思います。１人の子どもがどのように育ったかがわ

かる貴重な調査です。達成率の下降傾向の背景のご説明もありましたが、確かに一つの要

因であると感じました。 

 中学２年生を経年で見ると、平成２４年の中学１年生のときには、他の学年と比べて達

成率ががくっと落ちています。国語の７７％が６２％なっていますし、社会の６９％が５

１％になっています。他の学年と比べて全体的に低いです。各学校ではこのことをどのよ

うに評価しているのかが重要ですし、このデータを利用していく必要があると思います。

調査を実施して費用をかけることを否定するのではなく、きちんと利用することができて

いないことに対して批判の声があると思います。業者任せの調査では私も疑問を抱きます。

業者に委託するときに重点を決めたり、調査の目的にあった問題の作成を指示したり、変

更すべきところは変えていかなければいけないと思います。調査をして、上手く利用して、

子どもたちの学力を伸ばしていくというのは絶対に必要だと思いますし、大切なことだと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

千馬委員長） 

 私からも 後に一言だけ言わせていただきます。今回は調査結果の速報値ということで

提起していただきました。私が現場にいたときは、豊島区独自の改善プランを基にしたヒ

アリングはとても緊張感があったと感じています。各学校の独自性をどのように活かすか、

学力の向上を示していけるか、改善していけるかというのが校長先生の大きな仕事の一つ

です。児童・生徒や地域の状況を踏まえ、精査された改善プランを作成するように指示し

ていただくと同時に、夏のヒアリング結果も何らかの形で教えていただけたらありがたい

と思います。よろしくお願いします。 

 それでは、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 
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（３）報告事項第４号 秋田県能代市への教員派遣について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 秋田県能代市への教員派遣の報告ですが、何かご質問はありますか。 

小林委員） 

 この派遣された教諭は、どのように選ばれたのですか。 

 それから、研修メニューに、小学校の先生が２７日に能代第一中学校で授業参観すると

書かれています。これはどのような目的で、これをすることによってどのような効果があ

るとお考えですか。 

教育指導課長） 

 まず、３名の先生の人選ですが、今後の豊島区を担う先生方を推薦してほしいというこ

とで区立の全ての小・中学校から募集しました。その結果、応募いただいたのはこちらの

３名だけですが、面接試験や論文試験等を行い、基準をクリアした先生方です。 

 研修の中身については、能代市とも協議して考えました。能代第一中学校の授業参観は、

能代市内でも授業研究が盛んな学校であるということで、小学校の先生でも参考になる授

業であり、研究会の様子も見学できました。能代市の授業の質を確認し、豊島区の授業に

活かせることは何かを知るためにはとても良い参観だったと感じています。 

小林委員） 

 応募した方が３名しかいなかったということですが、何故でしょうか。もう少しいるの

かと思いました。 

教育指導課長） 

ご指摘のとおりです。事務局としても改善していかなければいけない点だと感じていま

す。要因の一つに、学期中で子どもたちが通常どおり学習をしている中、６月１週間と１

１月１週間が研修のため不在になるということがあります。校長先生も、先生方ご本人も

二の足を踏んでしまったのだと思います。もう一つは、将来の豊島区を担っていただくと

いうことで、３０代で主任教諭を２年以上経験した方という縛りをかけました。先生の中

には、行きたいが学級の事情で時間のやりくりができないとか、ご家庭の事情等で４泊５

日は難しいという方もいたと伺っています。 

校長先生方からは、能代市で先生たちの力を高めたいとか豊島区に貢献させたいという

ご意見もいただきましたので、次回実施する際は、４０代前半にも枠を拡大することも検

討しています。候補者には今から声をかけて、学校行事等を調整するように校長先生とも

相談し、応募者を増やしていきたいと考えています。 

三田教育長） 

 今回、応募が３名でしたが、自費でもよいから行きたいという管理職や教員の声も聞い

ています。応募基準が実態に合っていないということになってしまいました。 

また、派遣した３名の先生に共通しているのが、授業のテクニックの差を豊島区との違
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いだと考えているように感じます。授業のテクニックなら能代市でなくても学べると思い

ます。何故、能代市に行ったのかという意識をしっかりと持っていただきたいと思います。

例えば、能代市は家庭教育が根付いています。家庭教育と授業のつながり、子どもに問題

意識を持たせるような授業展開、活発な家庭学習ができる理由等をしっかり考えていただ

きたいです。学んだことを豊島区でどのように活かして、どのように貢献していくのかと

いう意識で、視野を広げて意味のある派遣にしていただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 この３名が１１月にもう一度能代市へ行くということですね。 

教育指導課長） 

 そのとおりです。それから、派遣団を別途編成し、この３名が研究授業を実施するのを

参観する予定です。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

 教育長が言われたとおり、秋田県は家庭学習が充実していることが有名です。それを学

ぶ貴重なチャンスだと思いますので、１１月は目標を持って、より力を入れていただきた

いと思います。  

この件は、よろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（４）報告事項第５号 夏季休業日中の生活指導について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 この件について、ご質問はありますか。 

三田教育長） 

今回、スマートフォンに関連する記述が増えましたが、スマートフォン関連で子どもが

事件に巻き込まれたり、いじめにつながったりするケースがとても増えています。特に気

を付けてもらいたいと思います。それから、休み中は交通事故も多いので、ヘルメットの

着用等について家庭でも理解してもらえるようにお願いしたいと思います。 

千馬委員長） 

 この件について、他によろしいですか。 

 夏季休業中の生活指導について、各学校でこれを活用して事故がないようにお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（５）報告事項第６号 各小中学校における生活指導の課題について 

三田教育長） 

 説明の前にお諮りしたいのですが、この報告は、前回と同様、具体的な家庭の問題に関

するものです。教育委員会規則に基づいて、非公開にすることをご検討いただきたいです。 
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千馬委員長） 

 委員の先生方、この報告を非公開としてよろしいでしょうか。 

（委員全員了承） 

千馬委員長） 

それでは、報告事項第６号は非公開とさせていただきます。また、残りは人事案件です

ので、傍聴はこれで終了させていただきます。よろしくお願いします。 

所管課長から説明をお願いします。 

＜教育指導課長、教育センター所長 資料説明＞ 

個人情報に関する案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（６）報告事項第１号 非常勤職員の任免 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（７）報告事項第２号 臨時職員の任免 

＜教育総務課長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）その他 

（午後４時４５分 閉会） 


