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廣田委員長） 

 それでは、第１回教育委員会定例会を開催します。本日の署名委員は、小林委員と渡

邉委員です。早速案件に入ります。 

（１）第２号議案 子どもスキップ池袋の開設準備について 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 この件に関して、ご質問等ありますか。 

 確認ですが、今までは道路を隔てた場所に児童館があって、それを校内に持ってくると

いうことですか。 

学校施設課長） 

 学校から５０メートルほど行くと交差点があって、そこから５０メートル弱ぐらいの距

離に池袋第二児童館がありました。その池袋第二児童館の機能を子どもスキップとして学

校内に整備します。 

三田教育長） 

池袋小学校は東日本大震災のときに色々と問題が発生しました。 

まず、子どもたちが避難をしている 中に、近隣の民間企業の人たちや地域の方が学校

に入ってきたということです。区が救援センターに指定しているためですが、子どもたち

の避難中なので先生たちも対応が難しかったのです。 

そして、夕方になって、保護者が子どもたちを迎えに来た後に、今度は駅から帰宅困難

者がやってきました。駅に近い関係もあって、大勢の方がやってきたのです。保護者が迎

えに来ることができず、学校に残る子どもたちがいると、その対応をしなければいけない

のに次々と体育館に人が押し寄せてきます。東日本大震災のときは、急遽、区から職員を

派遣して、救援センターを開設し、帰宅困難者の対応をしました。 

 また、東日本大震災のときは、時間的に児童館に行く前だったので問題なかったのです

が、もし児童館に行った直後に震災が発生すると、帰宅困難者等の対策で大混乱の中、先

生や校長先生は児童館に行った子どもたちの対応もすることになります。様々な問題が予

想されるため、きちんと体制を整えようということになりました。 

渡邉委員） 

課長と教育長のご説明で、池袋小学校につくる必要性は理解できました。決して反対す

るわけではなく、賛成という立場で質問させていただきます。 

他の学校にも子どもスキップはかなり定着してきています。ですが、未だに子どもスキ

ップを知らない方もいます。そして、子どもスキップの運営で問題になるのは、子ども課

と教育委員会、子どもスキップの職員と学校教職員との連携がうまく取れているのかとい

うことです。子どもスキップは子ども課が所管していますが、学校に関する知識は教育委

員会のほうがあると思いますし、子ども課は学校のことを良く知らないのではないかと感

じてしまいます。子どもスキップの配置図を見させていただくと、コアスペースとセカン
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ドスペースの周辺に特別教室があります。低学年が子どもスキップに行っている間に、高

学年は午後の授業で使うかもしれないので、授業の妨げになるのではないかと思います。

校舎内に子どもスキップが設置されている学校は、どこでもこの問題があると思いますが、

学校職員とよく打ち合わせをし、保護者にも授業の妨げにはなりませんということを丁寧

に説明していく必要があります。いかがでしょうか。 

学校施設課長） 

 子どもスキップを所管しているのは、子ども課です。子ども課と教育委員会が綿密に連

携をとって、よく検討して、教室の配置を考えています。渡邉委員のご指摘のとおり、授

業の妨げにならないように、校長先生と何度も検討してきました。管理の面でも、学校の

中で独立した施設になるように出入り口を別に設けたり、なるべくトイレの近くにもって

きたりという配置にしていますし、特に普通教室とは極力離しています。特別教室が近く

にありますが、授業の組み合わせをよく考え、授業に支障がないように使うということで、

子ども課と学校で話し合いをしています。 

三田教育長） 

子ども課がこの事業をスタートさせた当初は、学校や教育委員会と連携がとれずうまく

いかなかったこともあります。少子化や時代の流れによって空き教室ができ、そこを利用

して、放課後対策事業として新しく取り組んできたものです。先生方の中にもまだ十分に

受け入れられないような感覚が、学校によってはあるのではないかと感じます。新しい取

組みだという認識に立って、この事業を定着させていかなくてはいけない時期だと思いま

す。 

放課後までは学校や教育委員会の所管で、放課後は子ども課の所管というような縦割り

の感覚でいてはいけません。その学校の児童について、放課後でも学校ができることは学

校で対策を立てなければいけません。放課後は子ども課の職員もいて、子どもたちに対し

て責任を持って指導しています。ですが、いざというときには、一緒になって子どもたち

を守っていくこと、家庭との連携をしっかりしていこうという姿勢で、学校内で調整して

います。職員会議の内容や生活指導上のことを子ども課の職員にも理解してもらい、学校

の先生と区の職員が一緒になって指導していくほうが上手くいくと考えています。子ども

スキップを運営するためには、連絡会を定期的に開いて、努力しなければいけないと思い

ますし、何かあったときは子ども課から学校や教育委員会に話を伝えることになっていま

す。子どもたちのためにという同じ目的に向かって取り組んでいますので、課題はあると

思いますが、部の垣根を越えて、安全対策に徹していきたいと考えています。 

 それから、④の会議室をランチルーム室に変えるという話ですが、単にランチルームと

いう書き方をすると、学校内の図から会議室がなくなってしまいます。ランチルームは会

議室を兼ねることができますよね。図面上もランチルーム兼会議室という書き方の方が良

いと思います。 

学校施設課長） 
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 ランチルームを会議室と兼用に使う予定ですので、括弧書きで会議室と付け加えます。

また、隣にある英語活動室や児童会室も、普段から会議室として使用しているということ

ですので、会議室がなくなってしまうということはありません。 

渡邉委員） 

 教育長のご説明のように進んでいくと理解し、それも踏まえた上でお尋ねしますが、本

来、子どもスキップは教育委員会が作るものなのですか、それとも子ども課の事業なので

すか。主導権がどちらにあるのかということが明確にわかりません。教育委員会が子ども

課を手伝っているのか、率先して教育委員会がやるけれども、放課後対策が絡んでいるた

めに子ども課も一緒に取り組んでいるかがわかりづらいと感じます。ほとんどの保護者は、

学校の取組みだと思っています。 

例えば、放課後に校庭は学校開放という事業が行われています。学校開放管理員がいて

子どもスキップに登録している子どもたちが遊んでいて、子どもスキップの事業との違い

が分かりづらいです。地域の方もわかっていない方が多いと思います。子どもスキップの

重要性もわかりますし、未設置はあと２校というところまで定着してきているのであれば、

地域の方々にもわかりやすいように一度見直しが必要なのではないかと思います。 

現在の体制だと、放課後に子どもが校庭でけがをしたときに、子どもスキップに所属し

ている子どもの場合は保健室が使えるのか、単に学校開放で来ている子どもがけがをした

らどうなるのかと、保護者からも疑問がでてくると思います。学校開放で使用している遊

具などもどういった取扱いになるのか、問題点が幾つか出てきているのが現状だと思いま

す。今回の案件に対して問題があると感じているわけではなく、子どもスキップについて

議題に上がったので、整理していただきたいと感じていることを発言させていただきまし

た。 

教育総務部長） 

子どもスキップの事業は、区長部局の子ども家庭部が実施をしている放課後対策事業で

す。教育委員会としては、渡邉委員のご指摘のように、学校開放事業という放課後の見守

り事業に取り組んでいます。子どもスキップに登録しているならば、子どもスキップで対

応していますが、子どもスキップに登録していない子どもたちはどうなるのかという問題

があり、教育委員会としても学校開放という形で取り組んでいます。つまり、縦割りの事

業展開をしている実情があります。ですが、これらの事業を一本化するということで、現

在、子ども課と教育総務課が協議を続けています。全ての子どもたちが子どもスキップに

登録するという考え方を基本とし、保険も一本化して、情報も学校と子どもスキップの職

員が共有できるようにしていこうという方向性です。残る細かな部分を現在調整している

ところです。なるべく早く一元化していきたいと考えています。 

 帰宅困難者対策条例が平成２５年４月から施行されます。震災が生じたときに、企業は

社員を企業の建物の中にとどめておかなくてはいけないという内容で、子どもを迎えに来

ることができない保護者もいるだろうと想定しています。決して子どもスキップ事業へ転
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換しなければいけないということではないのですが、教育委員会としても、子どもスキッ

プ事業が放課後の子どもたちの安全を見守る上で大変効果があると認識しています。今後

は、全校にスキップを展開し、子どもスキップの職員と情報を一元化して、放課後対策事

業を一本化していこうと考えています。 

三田教育長） 

 東日本大震災があり、その対策として様々な通知を受けて、様々な事業を見直し、体制

を変えていかなくてはいけないということになりました。保護者や学校にも必要な変化で

あると、しっかりと説明をしていかなくてはいけないと思っています。 

渡邉委員） 

 子どもスキップは学年によって入ってくる時間が変わります。 終的には高学年の授業

が終わったところで学校全体が放課後という扱いになり、子どもスキップで管理するよう

になるのだと思います。ですが、例えば、６年生は授業中でも１年生は子どもスキップに

きているというときに災害が起きたときにはどうなるのですか。地域の防災訓練でも、そ

ういった具体的な時間や状況を設定して訓練するわけではないので、実際にそういった状

況になったらどうなるのかと心配です。保護者としては、学校や先生が責任を持って対応

してくれると思っていると思います。マニュアル等を作って責任を明確にしないと、実際

に災害が起きたときに対処できないと思います。 

三田教育長） 

 確かに従来の防災マニュアルでは、責任の所在も備蓄倉庫の使用についても明確ではな

い部分が多かったと思います。現在、防災マニュアルを整理して考え方をそろえていこう

としています。 

 また、例えば、これまでも子どもスキップで事故が起きた場合には、教員がいても子ど

もスキップの職員が対応していました。ですが、養護の先生や校長先生も協力し、病院に

同行したり、救急車を呼んだりして対応したケースがあります。そうして良い判断をした

ケースがたくさんあります。保護者の方もそういう対応を理解し、評価していただいてい

ますので、事業ごとの縦割りの感覚ではなくて、いざとなったら一緒に取り組むことが基

本だと考えています。 

教育指導課長） 

児童・生徒の安全に対する責任というお話がありましたので、私も東京都の防災に関す

る会議等に出席しておりますので、その中で出てきている話も含めてお話をさせていただ

きます。 

 非常時や災害時において、どのように子どもたちの安全を守るか、行動を決めていくか

というマニュアルの作成は非常に難しいです。災害はいつ起きるかわからないので、一番

困るのは登下校時に発生するケースです。例えば、下校時に学校の敷地を離れて、子ども

たちが大きな地震に遭ったときに、学校に戻るべきなのか家に帰るべきなのかの判断は非

常に難しいという報告がされています。ただ、先ほど教育長からもありましたように、基
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本的には学校は、職員全員で子どもたちの安全を全力で守るというスタンスであると考え

ています。ですから、登下校時に災害が発生し、迷ったら学校に行くことが大切です。そ

して、子どもたち自身も防災や安全に関するスキルを身に付け、判断できるようにするこ

とがこれからの教育では重要になってくると思います。 

 子どもスキップに預けたから、学校の責任が終わりということはあり得ません。登下校

時の安全を守る責任は学校にありますし、家に帰るまでが登下校の延長線だということで

あれば、子どもスキップの運営主体は子ども課でも、学校が全力で子どもたちの安全を守

るということを教職員も覚悟していると思います。この時間に何かあったら責任はどこだ

という考えではなく、みんなで子どもたちの安全を守っていくという単なる責任論だけで

は語れない道義的責任も出てくると思うのです。そういった一律な責任論では語れないよ

うな微妙な問題を含めていることをご理解いただきたいです。また、繰り返しになります

が、放課後に何か起こったとき、学校や教職員は子どもたちのことを知らないと考えるの

ではありません。たとえ真夜中に災害が起き、子どもたちが自宅にいる場合でも、あらゆ

る手段を使って安否を確認するというようなことも含めて、学校の責任と捉えていくべき

であると考えています。 

廣田委員長） 

 現在、子どもスキップはどのくらい登録者がいるのですか。 

学校施設課長） 

 子どもスキップには、受け入れ限度人数はありません。学校の児童全員がスキップに登

録するという制度になっています。ただ、児童館は子どもスキップの中の学童クラブの受

け入れ限度人数があり、池袋第二児童館ですと受け入れ限度人数は５０人です。これは施

設の関係で限度がありますが、学校の中に子どもスキップが入ると受け入れ限度人数はな

くなるということです。 

廣田委員長） 

 実際何人くらいの子どもが来ているのですか。 

学校施設課長） 

 池袋第二児童館では、受け入れ人数が５０人のところ、約３０人の子どもが来ているそ

うです。 

廣田委員長） 

 他の学校はわかりますか。 

学校施設課長） 

 それぞれの学校によって差があります。 

廣田委員長） 

 では、ほとんどの学校で登録人数の５割程度は来ているのですか。 

学校施設課長） 

 規模の大きい学校、例えば、目白小では約７０人という報告を受けています。目白小は
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生徒数が約５３０人で、そのうちの約７０人ですので１５％程度です。全ての学校で５割

以上の児童が子どもスキップを活用しているわけではありません。 

小林委員） 

 様々な指摘があり、現在の状況について理解ができました。縦割りの考え方があるのか

と思ったのですが、子どもスキップは一つの事業であり、子ども課が事業を運営していて

事業運営主体の範囲内の責任を持っているのですね。ですので、全体を考えると、子ども

たちの教育についての大きな責任は学校にあると考える保護者も多いと思います。それは、

子どもスキップについてよく知らない保護者の方はもちろん、子どもに関することですの

で学校に責任があるという考えは適正な感覚だと思います。事業としての子どもスキップ

の目的と、学校全体の教育という大きな目的の中で、放課後対策事業はもう少し整理して

いく必要があると感じました。 

渡邉委員） 

 先生たちは、いつでも子どもたちを守るという意識でいるということはわかりました。

では、子どもスキップの職員が子どもスキップを管理していて、学校や先生が子どもたち

のために動かなければならないときに、子どもスキップの職員の方の仕事の範囲なので手

助けしづらいということはないのですか。 

教育指導課長） 

学校の関係者に実際に話を聞いてみますと、管理職の先生が子どもスキップをのぞいて

みたり、声をかけてみたりということが日常的に行われています。ただ、子どもたちの様

子の観察程度で、問題が起きない限りは手を出しすぎることはせず、子ども課の事業であ

るという距離感を適正に保っていくのは非常に重要だと考えています。 

また、学校運営連絡協議会の委員に、子どもスキップの所長が入っている学校もあり、

年間を通して学校の様子について見ていただいています。学校運営連絡協議会は、学校運

営に関する様々な案件について意見をいただく場ですので、子どもスキップとも上手く連

携をとって、学校運営連絡協議会が機能しているという印象を抱いています。 

千馬委員） 

豊島区で校長として勤めていたときにこの事業が始まりました。所轄が違うので厳しい

のではないかという声もありましたし、校長会でも反対的な意見がありました。ですが、

実際に私も校長としてこの事業に関係し、学校運営連絡協議会等で情報交換をして、 終

的に私のスタンスとしては施設を預かっているのは校長であり、校長の仕事というのは安

全保持義務であり、子ども課の所管でも子どもたちに関することを管理するのが校長の仕

事だと考えていました。そういうスタンスで取り組めば、いざというときも問題ないと思

います。 

ですが、１点だけお願いしたいことがあります。毎年、他の自治体から異動されてくる

校長先生や管理職の方がいます。そういった方に、所管が違うにもかかわらず、上手くい

っている理由、学校の安全管理等の意識を毎年確認していく必要があります。区市によっ
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ては、放課後対策事業に関する施設を学校運営に取り入れたら困るというところもありま

す。そういった自治体は、校長会の要望があって分離していますし、それぞれに考えがあ

って体制を整えています。豊島区のシステムや体制をきちんと理解していただく必要があ

ります。 

廣田委員長） 

 災害が発生したときに学校の管理を任されるのは校長先生ですよね。 

教育指導課長） 

 基本的に、児童・生徒の安全確保と、できるだけ早い教育の回復という責任を校長が負

っています。ですから、例えば、帰宅困難者の方々が来て、体育館を貸してくださいと言

われたときの対応は、基本的に校長先生の責任の範囲の中から外れることになります。た

だ、実質的には施設の管理者ですので、校長先生との意思疎通なしには運営できないため

校長先生とも相談します。避難所自体は地元の町会や区の職員が主体的に運営し、児童・

生徒の教育や安全に関わる部分は校長先生が管理するということです。このように災害時

の学校の管理は縦分けに決められていますが、実際に災害が発生したときには、臨機応変

に判断をしていくことが重要だと考えています。 

廣田委員長） 

 では、この件はよろしいですか。 

（委員全員異議なし 第２号議案了承） 

（２）第３号議案 平成２４年度豊島区教育委員会「名人先生」の決定について 

＜教育指導課長、統括指導主事 資料説明＞ 

廣田委員長） 

この件に関して、ご質問等ありますか。 

先生の年齢を教えてください。 

統括指導主事） 

１番の先生は、３５歳で教員歴は１４年、本区は１年目です。２番の先生は、３８歳で

教員歴は１２年で、本区は８年目です。３番の先生は、４１歳で教員歴は１８年、本区は

１年目です。 

廣田委員長） 

 お若い方ばかりですね。 

三田教育長） 

実施要綱も配付していただきたいです。 

それから、３５歳から４０歳という時期は、授業研究をしっかりしていかなければいけ

ない時期かと思いますし、自分の経験でも名人先生と呼べるようになるのはこれからでは

ないのかという感じがします。推薦理由が記載されていますが、推薦理由として納得でき

るようなものがありません。私自身、この先生たちを見たことがないので、この文章では

どのような先生かわかりません。例えば、１番の先生は、東京教師道場で指導する立場な
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のですか。 

教育指導課） 

 いいえ、部員として研修を受講しています。 

三田教育長） 

 東京教師道場の部員でしたら、他にもたくさんいます。そして、その中でも授業のレベ

ルは、名人級の人もいればそうでない人もいます。東京教師道場に行ったということが推

薦の対象にはなりません。東京教師道場で何を学び、どんなすばらしい授業をするのかと

いうことが重要なのです。その後も、東京教師道場でリーダーとして研修に励んでいると

ありますが、リーダーとしてどのような努力をしているのか、東京都小学校国語教育研究

会ではどんな成果を上げているのでしょうか。 

今のままでは何を評価して推薦されたのかがわかりません。指導主事が訪問して、授業

のこんなところが良かったという感覚的なことではなく、評価の指標に基づいて観察した

結果、何項目中何項目が良いと評価されたというように客観的に評価していただきたいで

す。そして、客観的な評価とあわせて、指導主事が訪問によって受けた印象も説明してい

ただきたいです。教育委員会として認定するのですから、これからの人材育成のためにも

非常に重要になってきます。この先生に教えてもらうと子どもが変わるというような指導

力と迫力のある先生をお認めしたいです。評価の基準があった方が、校長先生も推薦しや

すいのではないかと思います。推薦理由について、追加の説明がありましたらお願いしま

す。 

教育指導課長） 

選ぶ人物については、教育長のお考えのような人物を選んでいきたいと思っています。

日頃からその先生を見ている校長先生の推薦ですので大切だと考え、推薦のあった先生を

指導主事が実際に見て判断しています。授業を見て、それぞれの先生方が子どもたちとの

関わりの中で発揮している力を重視しているため、資料で表すと不足があるというのは否

めないのかもしれません。 

三田教育長） 

文章だけでわかるようにしていただきたいので、このような推薦文が校長先生からきた

ら返却しても良いと思います。そのためにも推薦の基準を決め、客観的に判断していただ

きたいのでお願いします。  

それから、名人先生に選ばれた方についてです。異動や退職した方もいると思いますが、

残っている方をどのように活用しているのかという報告が毎年ありません。名人先生に選

ばれた方は、管理職等の次のステップにつながっていくのか、人材の育成や区の事業との

関わりを報告していただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 教員には異動が伴いますので、全ての方が残っているわけではないのですが、昨年度ま

でに４３名を名人先生として認定しました。一つの成果として、９名の方が管理職になっ
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ています。管理職登用の本区における一つの登竜門とまではいきませんが、管理職のため

のステップになると考えております。 

 力のある先生方なので残っていただきたいというのが私たちの願いですが、異動要綱に

従って考えると、本区に残っている方々は４３名の内１６名です。約３分の１です。広い

目で見ると、名人先生の授業が他の区市で力を発揮し、その授業効果が広まっていけば都

全体の教育力を高めることにつながり、大いに貢献をしたと考えることができます。一方、

本区で、名人先生の定着率を高め、本区でその力量を発揮していただきたいというジレン

マもあります。これまでの実績として、管理職になられた先生もおりますが、本区にて定

着させていくという観点では難しい面もあるということです。 

三田教育長） 

 例えば、初任者研修会等で、本区に残っている名人先生に実際に模擬授業をしていただ

いて、見本の授業として活用してほしいのです。すばらしい授業や教師としてすばらしい

感覚を持った人に接して、こんな先生になりたいという意識を高めていくことが大切です。

人材を育てるというのは、手間暇かけて丁寧に取り組まなければいけません。繰り返すこ

とが大切ですので、初任者だけでなく、１０年目研修会やベテラン教員のための研修にも

活用して、教員の意識を高めていただきたいです。 

教育指導課長） 

まず、名人先生が今日どのように活用されているのかということについて、ご説明しま

す。先程、初任者研修や１０年目研修での活用というお話がありましたが、これはほとん

どの名人先生にご貢献いただいています。 

そして、名人先生のご活躍ということで、平成２２年度に名人先生に決定した小学校体

育科の先生についてお話をします。この方は名人先生という形で認定したのですが、昨年

度１年間かけて作成したがんに関する教材の作成委員であり、公開授業及び全ての家庭に

配付したリーフレットの表紙にも掲載されている先生でもあります。名人先生としての受

賞理由は、もちろん、その力量を認めたためですが、それだけではなく、幅広いご活躍を

されています。 

また、平成２３年度に名人先生に決定した特別活動の教員がいます。新しい事業として、

いじめ対策事業としても活用できる心理検査、Ｑ－Ｕの実践化のため、この教員の先駆的

な実践を検証させていただきました。この事業は、いじめの問題に対して、単なるアンケ

ートではなく、科学的に調査を行うというものです。名人先生である、この教員の先行事

例がなかったら、Ｑ－Ｕを事業化しようという発想はもっと遅れたかもしれません。 

このように、名人先生が本区の教育に与えてくれている良い影響は大きいと思っていま

す。名人先生の事業に課題があるのでしたら、その課題について改善をしていきながら、

場合によっては軌道修正をし、発展させていきたいと考えています。 

三田教育長） 

 校長先生にも、どうしてこの先生が推薦されたのかという熱い思いを示していただきた
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いです。管理職は人を育てる責任があります。それをきちんと自覚し、推薦理由を明確に

していただきたいです。 

小林委員） 

 私はこの事業に初めて接しますが、推薦された先生の一覧を見て、この３名が推薦され

たことに対する納得感は確かにありません。各教科ですぐれた実績のある者ということで、

自薦または他薦で、校長先生が推薦するということはやむを得ないと思いますが、評価の

尺度が必要なのではないかと思います。今までで４３名も選ばれた方がいますので、その

人たちがどんなことを評価されてきたのかというデータがあると思います。そのデータを

活用して、評価の基準を明確にしていただかないと、選ばれた方を客観的に見ることがで

きません。 

 また、趣旨のところに「指導方法等に長じた区立学校の教員のもつ経験や指導技術の公

開を求め、他の教員が優れた指導方法を学ぶとともに、優れた指導技術の継承を図る」と

ありますが、重要なのはイノベーションだと思います。優れた指導技術を伝えていくだけ

ではなく、切磋琢磨して、もっといい方法があるかもしれないということをみんなで考え

ていくといことがイノベーションを起こしていくと思います。良い技術をみんなで共有し、

それをさらに良くしていくという教育の進化をこの事業に組み込んでいかなければいけま

せん。名人先生が単なる名誉で終わってしまうと、事業の力が発揮されないと思うのです。

教育の進化についても実施要綱に載せるなどして、精緻化していく必要があると思います。 

教育指導課長） 

 名人先生は、自薦または他薦ですが、毎年多数の推薦があるわけではありません。校長

先生から名人先生に推薦すると言われると、皆さんうれしいと思います。ですが、同時に

自分がそれにふさわしいかどうかと自問自答される方も多いと聞いています。名人先生と

いう名称を重く感じ、果たして自分が名人と呼ばれていいのかどうかというジレンマがあ

ること、この事業を展開する難しさもそこにあります。社会的な事情もあり、大量退職を

迎えてベテラン層がどんどん減って、若い教員が増えている状況ですので、対象者そのも

のが少なくなっています。今回推薦された方についても年齢が若いというご指摘をいただ

いていますが、社会状況が反映しているといえます。もちろん、若くてもすぐれた実践家

を排除することなく、ふさわしいと適正に判断しています。ですが、ベテランの教員では

なく、比較的若い教員を推薦しますので辞退されるケースが多いと考えられます。 

推薦されても辞退するケースについて、経年に渡って報告を受けていますし、評価の尺

度の設定は事業が始まった当初から難しいと思っています。今後の大きな課題として、真

剣に考えていきたいと思います。 

小林委員） 

 尺度の設定は確かに難しいと思うのですが、これまでの４３名の実績を分析して、どう

いったところを評価していくべきなのかを明らかにしていったほうが良いと思います。辞

退される方もいると言いましたが、評価の基準があると、その基準にあなたは適っている



 11

と言えます。１００点や８０点というように定量化していくと、説得力がでてくると思い

ます。 

教育指導課長） 

 名人先生と同じような事業を立ち上げた自治体もあると聞いていますが、本区はこの事

業を約１０年以上にわたって実施しており、豊島区の教育委員会の事業として特徴的なも

のだと自負しております。先ほど申し上げたように、現在の本区の教育に良い影響を及ぼ

している先生をこれまで名人先生として認定できたことは誇りに感じています。本区独自

の事業であるために、教育委員会の独自性が強かったのですが、これから必要なのは、名

人先生をいかに客観的に活用していけるかだと思います。しかも、大きな目的としては、

できるだけ本区にフィードバックすること、事業の効果を 大に使っていくということが

とても重要になってくると思います。 

それから、私も指導主事としてたくさんの授業を見てきましたが、今日はこの事業を担

当している指導主事が来ていますので、この３名の授業を実際に見てどう感じたかという

お話をさせていただきたいと思います。アバウトな話になるかもしれませんが、授業を拝

見すると紛れもなく優れた授業だと、いずれも感銘を受けて、学校の推薦理由に加えて教

育委員会としてもバックアップをしていきたいと思っているメンバーです。 

教育指導課指導主事） 

推薦されている３名の授業を参観しています。まず、１番の教員についてです。教育指

導課訪問日、そしてそれとは別の日にも授業を参観してきました。授業力が非常に高いと

いうことは、先程、教育指導課長より説明があった通りですが、児童との距離感がとても

近くて、子どもたち一人一人への声かけがとても丁寧な教員だと感じました。ですが、子

どもたちと近づきすぎるということもなく、全体指導への切り替えのタイミングも良かっ

たです。子どもたちもすっと切り替えをして授業に集中するという様子が見られました。

日頃の指導によって、授業の流れや狙いを子どもたちがきちんと理解して、授業に参加す

ることができているということが後ろから見ていても明らかでした。豊成小学校は非常に

若手の教員が多い学校の一つなのですが、この高い授業力が若手教員の模範になっている

ということで、放課後に若手の先生方が自主的に集まっている中でも、良い手本とされて

いると聞いています。 

三田教育長） 

授業力が高いということは何度も聞いているのですが、まず授業力とは何ですか。例え

ば、子どもの知的興味や関心を引き出すのがとても上手で、そういう教材開発をして工夫

している授業が毎回見られるとか、国語だったら課題づくりをして、言語活動を通して課

題を解決するような話し合い活動がとても上手だとか、今日求められる言語能力を高める

ような工夫をされているとか、何をもって授業力が高いと言っているのですか。 

教育指導課指導主事） 

 １番の教員については、基本的な学習の定着について徹底して指導しているという様子
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が見られました。国語が専門の教員で、私が見た授業の中では、漢字の書き取り練習の場

面で、子どもたちが意欲的に楽しんでおり、繰り返し練習も楽しみながら一画一画行って

いるということが伝わってきました。子どもたちも集中していましたし、一画一画を楽し

みながらきちんと覚えようとする姿勢も定着しており、教員自身の工夫があると感じまし

た。また、ＩＣＴ機器を使って、子どもたちに注意すべきところを細やかに説明しており、

基本的な学習を定着させることを重要視していると感じられました。 

三田教育長） 

 それはどの教員もやらなくてはいけないことです。特段に優れている点がわかりません。

他の先生に比べて秀でているものは何か、その秀でた部分を評価したということが重要で

す。私も他の教育委員も、この教員のことも授業も見てないので、そういう私たちを説得

できるだけの特長を知りたいのです。 

教育指導課長） 

 確かに素晴しい授業だと感じ、それを伝えようとしているのですが、伝えるのは難しい

と感じています。また、指導主事も本当にこの教員でよいのかと、しっかりと授業を見て

きていますが、やはり伝わり切らないところがあるということで、反省も含めて感じてい

ます。 

 先程、授業力の高さとは何かという根源的な問いをしていただいたのですが、一方的に

語る授業ではいけないと思います。教室に入ったときに、理屈ではない、目に見えない空

気感や、子どもたちの集中力が見事に体現化している授業を、私たちは肌で感じています。

恐らく、教育長もそういう場面がたくさんあったのではないかと思います。ですが、その

ような空気感をお伝えするのは、このような資料の短い文言の中では難しく、どうしたら

よいのかと頭を抱えているところです。本人たちをこの場にお呼びして、授業の場面とは

いかないかもしれませんが、直接、人となりや考えを聞いていただいた方が説得力がある

のではないかと感じています。 

 説明になっていないかもしれませんが、今申し上げましたように、ただ論理的に、ある

いは上手な説明ができるということが良い授業の成立条件にはなりません。そのあたりを

どう伝えていくのかということは、この１０年余続く事業の中で毎年苦心をしてきたとこ

ろであると感じます。 

三田教育長） 

 それは、評価する側の分析力の問題だと思います。例えば、初任者研修会で授業づくり

の３３のポイント等、授業の大切なポイントを教員としておさえているはずです。私も能

代市で授業を見学したときにはショックを受けました。能代には、名人先生級の授業をす

る人がどこの学校にもたくさんいて、学力が高い理由はこれだと思いました。能代市と教

育連携した理由は、豊島区もその学力のレベルを目指しているからです。学力向上のため

に名人先生をもっと活用していかなければいけません。 

例えば、評価の基準を１０項目と定めて、１０項目のうちのこの人は何項目に合格し、



 13

それにプラスして言葉では表現しづらい良さがあるというのは納得できます。教育委員会

として、教育や授業力について何回も考察してきました。教育委員会のそういった考えを

基本とし、評価を定量化していかないと優れた先生を有効的に活用して教育効果を上げる

のは難しいです。 

この事業は、たくさんの予算が費やされているわけではありません。少しの予算を有効

に活用できる良い事業だと思います。今回、私は了承しますけれども、実際にこの先生た

ちに来てもらって話を聞いてみたいです。実際に先生を見たら、きちんと納得できるかも

しれません。それから、この資料も推薦理由をもう少し整えて、誰が見てもわかるように

していただきたいです。区民の方が見ても、この先生は優れているなと思えるようなもの

でないといけないと思います。そういうことを今後報告していただけるという前提で、了

承したいと思います。 

教育指導課長） 

 先生方がどのような人物かについて、私たちが実際に熱と力を感じている部分を精一杯

ご説明したつもりなのですが、確かに資料としては十分でないという反省点に立ちたいと

思います。 

 小林委員からも評価基準という話が出ていますし、教育長の言うように私たち指導主事

も授業力の分析のための指標は頭の中に入っています。そういった視点を含めて、資料を

添付させていただきたいと思います。あわせて、この先生方の人物的な部分を見ていただ

く機会もぜひ設けたいと考えています。課として審査を行ったこの３名については、ぜひ

平成２４年度の名人先生の候補者としてご審議を進めていただくと、この先生方３名をお

呼びする根拠ができるので、今後の予定を組みやすくなるかなと考えています。 

小林委員） 

 学校の推薦理由が、成果を評価しているのではなく、その過程や日頃から頑張っている

という書き方をしています。それが、納得感が得られない理由だと思います。頑張った結

果、何を生み出したのかを評価していただかないといけません。私も書き直していただき

たいと思います。教員として基本的に身に付けておかなければいけない標準的な部分はも

ちろん、そのプラスアルファの部分を明確に記述していただきたいです。その先生の何が

素晴らしいのかということがわかるようにお願いします。 

教育指導課長） 

 了解いたしました。本日いただいたご意見を踏まえて進めていきたいと考えています。 

廣田委員長） 

確かに、１０項目くらいの項目を作ると私たちもわかりやすいと思います。名人先生の

尺度は何かという項目を是非作っていただきたいです。名人先生は非常に活躍されている

ということで、良いことだと思います。 

今後の条件やご意見がでましたが、平成２４年度の名人先生として、この３名の方をお

認めしてよろしいですか。 
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（委員全員異議なし 第３号議案了承） 

廣田委員長） 

全員一致でお認めしますので、改善すべきところを改善していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

それから、この名人先生の事業が来年度から展開するということですね。時間の関係も

ありますので、今回は事業の概要を手短にご説明していただきたいと思います。教育指導

課、お願いします。 

＜教育指導課長、統括指導主事 資料説明＞ 

廣田委員長） 

 では、この件について、何か質問等ありますか。 

これは４月から始まるということで、この案件を議論して、お認めするのは今年度中で

あればいいのですか。 

教育指導課長） 

そうです。 

三田教育長） 

大きな政策転換になりますが、先程、議論したことが全く関係なくなってしまうという

ことではありませんので、よろしくお願いします。 

今ある疑問点や要望を言いますので、そういう点に応えるように調整をして、次回また

説明していただきたいと思います。 

まず、時代の流れから名人先生の事業を発展させる必要があるということですが、名人

先生の成果をまとめた上で、その中で生まれた課題をまとめて、課題を解決するために発

展させるという説明をきちんとしていただきたいです。二つ目に、候補者に区独自の研修

プログラムを実施すると書いてありますが、その研修を指導するのは誰なのですか。三つ

目は、区立小学校教育研究会等の研修機能を持った機関が実際に機能していますが、そう

いう機関とも関係していくのですか。是非、そういった機関は活用していただきたいと思

っています。校内研究や区の研究奨励校もありますし、その中できちんと位置付けし、そ

ういった機関との関係を明確にしていく必要があると思います。それから、一番大事なの

はこの四つ目なのですが、私の感覚では、この提案の中に人を育てるというのはどういう

ことなのかというのが見えません。授業改善マイスターと名付けられていますが、マイス

ターは職人というイメージが強いです。教師を職人として位置付けていいのでしょうか。

教師とは何かという問題で、歴史的にも聖職者論や労働者論等がありますが、私は教師は

専門家だという考えでいます。マイスターという表現が専門家を意味するのかという部分

は重要だと思います。そういった哲学上のことも考えていくべきではないのでしょうか。

「人材を育てる職人」という感覚は違うと思いますし、議論になってしまいます。人材育

成の本質を考え、ネーミングと人材育成の方法について教育委員会の考え方を明確にする

必要があると思います。 
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 私も校長を経験していますが、校長は子どもの安全と教員の人材育成の二つを重要視す

る必要があると考えてきました。校長は予算や施設の管理等のいろいろな問題を抱えてい

ますが、この二つが何よりも大切だと思います。校長は、教員についての高い関心を持ち、

授業を良く観察して、教員を育てるとか鍛えるとか、そういった姿勢でいることが大切で

す。教員の授業を分析・評価して、教員一人一人に自信を持たせるという役割を果たすの

が校長です。人材を育てるポイントは、その人自身が問題意識や課題意識を持たせること

です。人材を育てるための内容と方法をしっかりと組み立て、この事業をバージョンアッ

プしていただきたいです。十分に練ってから、また議論したいと思います。 

教育指導課長） 

貴重なご意見をありがとうございました。新しいことに取り組もうとしていますので、

十分に議論を尽くした上で制度を作っていきたいと考えています。 

１点だけ説明が抜けてしまいましたので補足させていただきます。４番のところに書い

てある内容になりますが、本区が授業改善マイスターの準備をしていた段階で、東京都が

今後の新しい人材育成の方針を示すということが発表されています。この「学校リーダー

の育成特別講座」は、東京都の人事部主導で作っています。その課題意識として、人材育

成が進んでいないということと、管理職を目指す者が少なくなっているということがあり

ます。徹底的に人材を育てるため、東京都の「学校リーダー育成特別講座」を受講した者

は、Ｂ選考という副校長候補者の択一・論文も免除するということと、同じ区で長く登用

することが可能とされ、今までの異動要綱を全く抜本的に変えるようなものを東京都が準

備していると聞いています。それと私たちの発想がリンクしている部分があり、この事業

とつなげていきたいと考えています。 

今日、教育長からご指摘いただいた内容について、特に人材育成の方法は徹底的に進め

て論議を尽くしていけば、豊島区の人材育成についての方向性が明らかになると思います

ので、また別の機会に提案をさせていただきたいと考えています。 

三田教育長） 

 あと、やはりマイスターと表現すると職人の制度である徒弟制度を連想してしまいます。

そういう用語においても誤解されないような伝え方をする必要があると思います。 

教育指導課長） 

 検討していきたいと思います。 

廣田委員長） 

 これは豊島区独自の事業と解釈していいですね。では、また機会を見て皆さんと十分に

議論したいと思います。 

（３）報告事項第１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） 
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（４）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） 

（５）その他 

（午後４時５０分 閉会） 

 

 

 


