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会議次第 

 

１．第２４号議案  豊島区図書館経営協議会委員への推薦について（依頼）

２．第２５号議案  平成２５年度豊島区学校運営連絡協議会委員の委嘱につ

いて 

３．第２６号議案  豊島区立幼稚園教育職員の分限処分について 

４．協議事項第１号 豊島区立学校教科用図書採択の日程について 

５．報告事項第１号 平成２５年度豊島区立図書館の特別整理に伴う休館につ

いて 

６．報告事項第２号 平成２４年度豊島区教育委員会後援名義使用の承認状況

（第４四半期） 

７．報告事項第３号 臨時職員の任免 

８．報告事項第４号 平成２５年５月１日現在 児童・生徒数及び学級数 

９．報告事項第５号 平成２４年度水曜トライアルの結果について 

10．報告事項第６号 通達「いじめ根絶・体罰によらない学校づくりについ

て」区立小中学校の実施状況調査の結果について 

11．報告事項第７号 臨時職員の任免 

12．報告事項第８号 就学相談委員の委嘱について 

13．その他 
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千馬委員長） 

 ただいまから第５回教育委員会定例会を開催いたします。署名委員が小林委員と菅谷委

員です。よろしくお願いいたします。傍聴者が１名おりますので、人事案件は後で行いま

す。また、図書館課長が出席されておりますので、図書館関係の案件から、順番を変更し

て進めていきます。ご了承ください。 

（委員全員了承） 

（１）第２４号議案 豊島区図書館経営協議会委員への推薦について（依頼） 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 私も昨年度図書館経営協議会委員をやらせていただいて、７月、１２月、３月と３回の

協議会を開催しました。 

 この件は、後ほど委員で相談して決定したいと思いますので、その他のところで改めて

確認して、決定するということでよろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 第２４号議案了承） 

千馬委員長） 

 では、この件につきましては、後ほどご報告させていただくということでご了解いただ

きました。 

（２）報告事項第１号 平成２５年度 豊島区立図書館の特別整理に伴う休館について 

＜図書館課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

この件について、何かありますか。 

菅谷委員） 

 近隣との交渉が進められているというのは、何か特別な理由があるのですか。 

図書館課長） 

 体育館も一緒に整備するのですが、図書館というよりはむしろ体育館の整備に関して交

渉しております。体育館を建てたときは大丈夫だったのですが、外に開いていなければい

けない部分に蓋をしてしまったところがあります。恐らく、騒音やプールの塩素のにおい

の関係で蓋をしてしまったと思うのですが、詳しい経緯はわかりません。ですが、そこが

建築基準法違反になっておりまして、今回改築工事をするに当たって、それを適法にしな

ければいけません。その際の騒音等の問題がありますので、近隣との交渉を進めておりま

す。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

千馬委員長） 

 地元の了承を得て、連携して進めていくとの解釈でよろしいですね。報告事項の１号に

つきましては、よろしいでしょうか。 
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（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（３）第２５号議案 平成２５年度 豊島区立学校運営連絡協議会委員の委嘱について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 継続理由４年以上の場合にただし書きが載っているということ、要綱に基づいて、保護

者代表、地域有識者、その他校長等が必要と認めた者ということで、それぞれ学校の独自

性が出ていると思いますが、委員の皆様、何かご質問はありますか。 

三田教育長） 

 以前は、各学校で人数に差があったのですが、１０名以内という基準に基づいてできて

きたなと感じます。たくさんいてまとまらないよりは、学校の方向性について各界を代表

する人から意見をいただいたほうが有効かと思います。各学校で４年目の方が多く、学校

もその方を入れずにはできないという事情もわかりますが、大事なのは１年目、２年目、

３年目のバランスを工夫しながら取り組むことです。いつかは交代していかないといけま

せんので、交代を前提として、様々な方に学校に参画していただきたいと思います。３分

の１ずつ組織を変えていく等して、各校の伝統的な行事の行い方を受け継いで、安定感の

ある運営をしていただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 １年目の方が入っている学校がほとんどですね。新しい方が入るというのは、新しい意

見がいただけるということなので、学校にとっても良いことだと思います。 

菅谷委員） 

 ＰＴＡ会長や町会長を委員としてお願いしている学校が多いですね。学校に一番関連し

ているのは、在学している子どもたちの保護者だと思うので、若い保護者の方の意見をも

う少し取り入れても良いのかなと思いました。 

教育指導課長） 

 ＰＴＡにつきましてはＰＴＡ会長に学校運営連絡協議会に入っていただいている学校も

ありますし、学校運営連絡協議会の他に月に１度、ＰＴＡ運営委員会もあります。保護者

からのご意見をいただく場は、二重に設けております。 

 学校運営連絡協議会は年３回、学期に１回程度開催しておりますが、地域に関わること

や学校の状況など、地域の方にもお知らせしておいたほうがよいと思われる情報を周知し

たり、学校の運営上地域にご迷惑をおかけしてないかという情報をいただく場として活用

しているという状況です。 

菅谷委員） 

 学校運営連絡協議会の中で、学力の問題等についても、学校の方向性を聞かれることは

あるのですか。その中で、例えば、ゆとり教育と言われていますが、そういった学校だけ

では判断が難しいような大きな方針に対して、地域の人たちはどういうふうに考えている

のかといったご意見もいただけるのですか。 
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教育指導課長） 

 豊島区は、昨年度、能代市との連携が新聞にもかなり大きく取り上げられておりますし、

各学校で学力の向上に力を入れているということは地域の方も十分ご承知です。その上で、

各学校が個別にどんな取り組みをしているのかというのは、各学校で質問やご意見をいた

だいていることが推察できます。もちろん、各校長は、こんなふうに補習をしているとか、

一人一人に応じた指導法をしているというようなことを地域の方に発信しております。 

菅谷委員） 

 学校からの情報発信の手段として、重要な場であるのですね。 

教育指導課長） 

 そうですね。重要だと思います。 

三田教育長） 

 現在、文部科学省が新たにコミュニティスクールを推進しています。これは、学校の経

営権、つまり予算や人事等の決定権は、現在は校長が持っているのですが、コミュニティ

スクールでは、その権利の区分が難しいと感じています。学校教育では、学力の問題が出

ましたけども、個人情報に関することばかりです。どこまでを校長の判断でするのか、第

三者とともに考えていくべきなのか、なかなか判断が難しいのです。すでに、先進的に導

入している区もありますが、その地区内で導入している学校と導入していない学校があり、

全学校がコミュニティスクールとなったときはどうなるのかがわからないというのが現状

です。今後もこの点については、争点を取りまとめて、情報提供をしていきたいと思いま

す。 

千馬委員長） 

 以前いただいた教育委員会制度のあり方についてという中で、地方教育行政の学校運営

に対し、地域住民の意向に適切に反映する改正内容の中にコミュニティスクールというの

が出ていました。学校運営連絡協議会については、この点と関わりが深いので、また情報

がありましたら、その都度情報提供していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

教育指導課長） 

 わかりました。 

小林委員） 

協議会は、協議委員と内部委員をもって構成すると規定されています。内部委員と協議

委員のバランスについても規定があるのですか。 

それから、先ほど教育長から１０名以内というお話があったのですが、学校によって５

名のところもあれば１０名のところもあります。それぞれの学校に適正な委員数だという

ことは、どこで判断すればよいのですか。 

教育指導課長） 

 まず、協議委員と内部委員についてですが、協議委員を１０名以内とし、プラス内部委

員ということで、校長や副校長や主幹教諭が１、２名入って協議をします。内部委員を入
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れると１２名程度ということになります。 

 それから、人数についてですが、数年前は１５名、２０名という学校もあり、集まるだ

けで議論が深まらないというような課題がありました。それを１０名以内に絞ったという

経緯がございます。１０名や５名と、学校によって差があるのは、それぞれ校長の判断で

すが、地域の方にお願いしてもお忙しい方が多いので、簡単には人数が増やせないという

学校もあります。ですが、学校の経営に資するということですので、５名の学校もしっか

りとしたご意見をいただける方を各学校で判断し、適正な人数を推薦していただいており

ます。 

小林委員） 

 了解しました。 

 案件名には、豊島区立学校運営連絡協議会委員の委嘱とありますが、協議会の協議委員

の委嘱ということですね。 

教育指導課長） 

 その通りです。協議委員の委嘱でございます。 

千馬委員長） 

 それでは、学校運営連絡協議会の議案につきましては、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 第２５号議案了承） 

（４）協議事項第１号 豊島区立学校教科用図書採択の日程について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 特別支援学級の一般図書についての説明がございました。２ページの採択要綱を変更す

るという提案もありましたが、内容は変わらないということですね。 

教育指導課長） 

 変わりません。文言の修正のみです。 

千馬委員長） 

 委員の皆様、いかがでしょうか。７月２３日の臨時会のときに採択をするということで、

他は昨年と変わりはないのですか。 

教育指導課長） 

 変更はありません。 

三田教育長） 

 特別支援学級で使う教科用図書は、毎年採択します。小・中学校の公立学校の教科書採

択は、それぞれ４年に１回改訂します。時代の変化やデータの新しさを考慮して教科書を

決定します。その４年に１回が、来年です。小学校が来年、再来年が中学校となりますの

で、今年度は特別支援学級で用いる教科用図書採択のみですが、仕組みはほとんど変わり

ませんので、今年度もたくさんのご意見をいただきたいと思います。 

千馬委員長） 
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 それでは、協議事項の第１号については、このとおり進めるということでよろしいでし

ょうか。 

（委員全員異議なし 協議事項了承） 

（５）報告事項第２号 平成２４年度 豊島区教育委員会後援名義使用の承認状況（第４

四半期分） 

＜教育総務課長 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。 

 報告書提出状況の未提出のものがありますが、それぞれ未提出の理由があるのですか。 

教育総務課長） 

 未提出のもの全ての詳しい理由は把握しておりません。申し訳ありません。ですが、提

出を督促してもなかなか報告書を提出しない団体があります。そのような団体につきまし

ては、今後も細かく督促していこうと考えております。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

三田教育長） 

 東京都教育委員会は規則で報告書を提出する期間を定めています。そして、報告書の提

出のないものは次回から後援名義の審査を受けることができないと定めていますが、その

ような対応を取ることも考えなければいけないのではないでしょうか。 

教育総務課長） 

 前回もそのようなご指摘を受けまして、申請の際にもきちんとお伝えしております。今

後もこのような状態が続くのであれば、そのような対応も考えなければいけないと思いま

すが、団体の決算の時期や年度末に報告書が出来上がる団体もありますので、課題が多い

と感じております。 

小林委員） 

 報告書で実施結果やこんな成果が出ましたというフィードバックをしているのですか。 

教育総務課長） 

 はい。後援名義の使用申請のときにこのような事業を行いますということは記載してい

ただきますが、教育委員会として後援名義を与えるにふさわしいと判断し、その事業が申

請書のとおりに行われたのかを確認をするために報告書を出していただております。事業

が適正に行われたか、会計は適正か等を判断して、次回の申請の際にも活用しています。 

小林委員） 

 すると、この報告書は大変重要です。もう少しルールを明確にしたほうがよいと思いま

す。教育委員会として、推進すべきものは推進するというスタンスもあると思いますし、

事業規模が大きいとか、年度末にならなければ会計報告できないところは確かにあると思

いますが、それにしても遅れているものがあります。何か理由があって仕方がないもの以
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外はきちんと提出されるように、ルールをもう少し明文化すべきだと思います。 

教育総務課長） 

 特に毎年後援名義を使用している団体のほうが報告書の提出が遅れる傾向にあります。

新規の団体はもちろん全ての団体に、報告書は行事終了後速やかに提出するようにとお伝

えしていますが、以前から申請している団体から提出されないケースがほとんどです。も

ちろんそのような団体には、何度も督促しております。 

三田教育長） 

事業をすることで、当初の目的や意義が十分だったか、後援名義を貸したことが有効だ

ったか、または、団体の利益活動のために後援名義が使われていないかということを確認

する必要があります。報告書が２週間以内に提出されないものについては、きちんと請求

して、それでも出ない場合は、次回以降はお断りするというようなルールはやはり必要だ

と思います。 

教育総務課長） 

 検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 

 この件について、委員の皆様、よろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（６）報告事項第４号 平成２５年５月１日現在 児童・生徒数及び学級数 

＜学校運営課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ５月１日現在の児童・生徒数、学級数についてご説明がありました。簡単に確認します

と児童数が１名増、生徒数が３名増、学級数は変わりなしという状況ですね。 

学校運営課長） 

 そういうことでございます。 

千馬委員長） 

 この件について、ご質問ございますか。 

三田教育長） 

 補足です。入学式や入園式後の４月７日付で、定数が確定してきます。そして、５月１

日付の学級数等を改めて報告するわけですが、これは全国調査の結果です。これが豊島区

立の幼小中学校には子どもが何人いて何学級であるという公式の数になります。 

菅谷委員） 

 ４月７日で学級数が決まるということですが、５月１日までの間に転入があった場合は、

学級数も増えるのですか。 

学校運営課長） 

 その場合は増えません。学級が確定してしまうと、その後は、その人数でクラス運営を

していただくことになります。 
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菅谷委員） 

 日本語通級というものがあるのですね。 

学校運営課長） 

 外国から転入してきた場合等に、日本語に習熟していないお子さんがおります。このよ

うな場合は、例えば、豊成小学校に通い、日本語の勉強をします。 

三田教育長） 

 池袋小学校に日本語学級が３学級、豊成小学校に１学級、合計４学級の日本語教室がご

ざいます。 

千馬委員長） 

 ２校ということですね。 

 他にいかがでしょうか。児童生徒数につきまして、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（７）報告事項第５号 平成２４年度 水曜トライアルの結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

３年生が増えてきたということとですが、記載されている成果と課題があります。ご質

問はありますか。 

三田教育長） 

 このデータ出すために、教育指導課も各学校も校長先生も一定の方略をもって行動して

いることと思います。 

例えば、千川中学校は、千中プロジェクトでタブレット型パソコンを導入して、１人１

台配布し、活用しています。パソコンに興味をもった子どもが、学力テストの結果に関係

なく、活躍できる新たな場面ができました。ですが、千川中学校でパソコン検定がどのく

らい増えたのかをみると、あまり増えていません。反省点には、学校行事等によって講座

実施日数の確保が課題と書いてあります。まだ始まったばかりで難しいかもしれませんが、

各学校の意気込みはどうか、今年度は去年に比べてこういう特徴があったという分析をす

る必要があると思います。 

教育指導課長） 

 分析と呼べるかわかりませんが、検定試験の合格率は昨年度に比べて少し下がっていま

す。ですが、各検定で高い級を受験する傾向が強まっております。例えば、英語検定です

と準２級の高校中級レベルを受験した子どもが９６人から１２７人に増加しました。それ

から、２級の高校卒業程度を受験した子どもが５人から８人に増加しました。数学検定は

高校１年生レベルの準２級を受験した子どもが３人から２１人に増加しました。全員が合

格するのは難しいレベルを受験する意欲のある子どもたちが多いという印象を受けました。 

 課題としては、水曜トライアルは検定に受かることを目標に講座が組まれているため、

日常の授業、学校の教員の指導等、密接に連携をさせながら講座の中身を高めていくとい
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うことが言えます。今後、工夫し、改善していきたいと考えています。 

三田教育長） 

 塾に行けない子どもたちや家庭学習が苦手な子どもたちのために、水曜トライアルとチ

ューター授業を実施しています。各中学校は戦略的にこの事業を活用する必要があると思

います。身近な先生が子どもたちに声をかけて、レベルの高い級に挑戦することをほめた

り、挑戦の後押しをしたり、レベルの低い級でも頑張って合格したら一緒に喜んだり、先

生たちもこの事業に積極的に関わる必要があります。これは各学校にお願いしたいです。 

教育指導課長） 

 各学校でも工夫して取り組んでいるところもあります。例えば、検定合格者を朝礼等で

表彰する機会を設けたり、英語や数学の授業のときに個別に質問を受けたりして、検定合

格のための手助けをしています。ですが、学校の姿勢は差がありますし、大きな課題だと

考えておりますので、検討し、数値等を向上できるように取り組んでいきたいと思います。 

小林委員） 

 ここには合格者や合格率が記載されています。指導課長が合格率としては下がっている

と言いましたが、中身をもう少し説明していただきたいです。例えば、５級とか、目標を

少し低めに設定して受験した子どもがいたとして、それが学力向上にどう役立ったのかと

いう分析が必要だと思います。レベルの高い級に合格したら、モチベーションも上がると

思いますし、受かったら非常に嬉しいし、どんどん学力が伸びるように思いますし、こち

らを注目しがちです。ですが、そこよりも低い級を受験した子どもたちの状況が重要です。

この結果は全中学校の合計ですが、各学校は一人ひとりの子どもたちの現状がわかると思

います。この事業が、豊島区全体の教育にどのように貢献しているのかという説明ができ

るように分析していただきたいと思います。 

教育センター所長） 

 学力向上の他にもこの事業の効果があります。水曜トライアルには教育センターに通っ

ている不登校の子どもたちも出席していたりします。その中の一人が、先日、数学の３級

に合格したという報告を受けました。みんなで喜び合ったのですが、担任の先生が丁寧に

子どもを励ましてくださり、勉強に接する機会の少ない子どもたちが３級に合格できたと

いうことで、この事業が有益であることを証明するよい事例かなと思っております。 

渡邉委員） 

水曜日のみの開催ですが、部活をしている子どもの中にも、参加したいという意欲をも

っている子どもたちがいると思います。部活でこの講座には参加することが出来ないが、

一緒に受験はできるという制度はあるのですか。学ぼうという意欲がある子どもたちのた

めに何か工夫していただきたいと思います。 

教育指導課長） 

 この事業が上手く活用できるように、今後色々と検討していきたいと思います。 

千馬委員長） 
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 各委員から出たご意見を検討していただきたいと思います。 

 それでは、この件については、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（８）報告事項第６号 通達「いじめ根絶・体罰によらない学校づくりについて」区立小

中学校の実施状況調査の結果について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

この件について、何かご質問はありますか。 

三田教育長） 

 各学校がどういう文言で宣言したのかを補足していただけないでしょうか。そして、宣

言をした結果、どういう反響が教職員や保護者や児童生徒からあったのかも報告していた

だきたいです。 

教育指導課長） 

 宣言文につきましては、教育指導課でひな形を作成し、各学校に送付しましたが、その

中身については各学校でいろいろと工夫をしながら文言を書いております。 

 ある小学校では、体罰等によって子どもたちに指導するのではなくて、心に響くような

言葉や対応によって子どもたちを支えていきたいとか、中学校も部活、授業を含め一切体

罰による指導は行わないといったようなことを宣言しておりました。文言はそれぞれ学校

によって異なっていましたが、各学校の特色が表れておりました。 

三田教育長） 

いじめや体罰の問題がマスコミにも取り上げられ、話題になっている中、道徳を教科化

したほうがよいのではないかという議論がされています。ですが、資料の裏面の２番目、

特別活動や道徳の時間の中で話し合い活動の重要なテーマとして取り扱うなどして、全

小・中学校で本宣言を教育活動に活用しているとあります。実際に各学校はいじめについ

て道徳の時間に話あっていますし、道徳を教科化してもあまり意味がないように思います。

教育とは、活動を通して理解するだけではなく、活動を通して体に身につけるためのもの

です。座学で学ぶことと為すことで学ぶこととの両面があります。 

この体罰の問題についていえば、暴力だということをきちんと指導者側が自覚しないと

いけません。人の嫌がることをしないということをいじめのときに徹底的に周知しました。

その精神は教員に対しても言えます。活動を通してどのように意識がかわっていたのかが

重要です。資料では、数字だけで表れていますが、１番と２番の活動の背景が重要です。 

千馬委員長） 

 では、この件について、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。渡邉委員か

ら順にお願いします。 

渡邉委員） 

 教育長からもあったように、現場でどう活かされているかが一番重要だと思います。区
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長と教育長からのアピール文が出たときにも、ＰＴＡの行動につながりましたし、学校も

何かやらなければという意識を持ったと思います。アピールを保護者、教職員、それから

児童生徒から出して、次の会長も同じようにアピール文を出しました。いつ起きるかわか

らないことですから、取組みを継続していますし、予防にもつながると思います。 

 いじめは、子どもたちも含めての話になりますが、体罰は教員が関わって起きるもので

す。これは暴力による体罰だけでなく、差別的な発言などの言葉による体罰もあると思い

ます。先生に悪意がないのかもしれませんが、差別的な発言は子どもたちも敏感に感じ取

っています。学校だけでなく、第三者である保護者まで含めたアクションを起こさないと

いけないと思います。現状ですが、中学校の第一回目の保護者会で、学校の経営方針等を

説明する会にあまり保護者が参加しません。小学校よりも中学校の保護者の参加率は低い

です。子どもも自立心が出てきて、小学校の時ほど面倒を見なくても子どもたちが自分で

行動できると思うのですが、保護者は学校と協力していかなければいけないと思います。 

教育委員会としては、保護者の意識を高める活動をする必要があると思います。 

小林委員） 

この宣言を、教職員、児童生徒、保護者、地域へどう周知しているかが重要ですし、教

育活動にどう活用しているのかが重要だと思います。いじめや体罰の撲滅にこの宣言がど

う貢献しているのかという分析が必要です。各学校がどういう取り組みをして情報共有し

ているのか、それが結果に結びついているのかを把握して、結果に結びついた事例を把握

し、広めていただきたいと思います。 

菅谷委員） 

 体罰の問題は指導者としてあってはならないことだと思いますが、いじめを実際にゼロ

にするのは難しいと思っています。学校は、経験からいじめの加害者と被害者のデータが

あると思いますし、いじめが起きそうだなということがわかるとその子どもたちに目を配

ることができると思います。そんな中でもいじめが起きてしまうので、根本的には家庭教

育が重要なのかなと感じます。渡邉委員もおっしゃったように保護者の意識を高めないと

解決できない問題です。 

教育指導課長） 

 今回、数値では１００％の実施ということが言えますが、学校の取り組みが満足できる

ものだという理解は全くありません。毎日子どもたちと接する中で、心を通わせながら教

育活動をしなければならないですが、感情の行き違いで指導がしっかり通らないというよ

うな場面は、多々あるだろうと思っております。その中で、校長が先陣を切って絶対に体

罰によらない指導をするのだ、子どもたちの心をしっかり捉えるのだということを再認識

し、宣言していただくことが先生たちを引っ張る大きな原動力になると考えています。今

後とも校長と密に連絡をとりながら、子どもたち一人ひとりの内面に響くような指導が豊

島区の全ての学校で展開できるようにしていきたいと思います。 

千馬委員長） 
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 私からも一言だけ言わせていただきます。 

 情報や教育委員会の通達は、資料にある通り、学校に受けとめられていると思います。

ですが、それを各学校がスピード感を持ってどう対応して、どう指導に生かしていくかと

いうことが、世間で重要視されている部分だと思います。私が校長だったときにも、いじ

めで自殺等の問題がとりあげられました。その時に作成した資料を今日はお持ちしました。

すぐにこのいじめ防止に向けてという資料を作って、職員会議で提案しました。内容は、

今後のいじめ防止について、いじめ防止にかかわる配慮事項、いじめへの対応についてと

いうことで、具体的な事例を挙げ、学校長として対応しました。各学校で、学校にあわせ

た取組みをしていく必要があると思います。私も朝会を利用して児童にお話をしましたし、

校長先生のお話を聞いてという感想文を全児童からいただきました。子どもたちの気持ち

が伝わってきまして、感動した覚えがあります。各学校で独自性を持って、この通達を受

けとめてほしいなというのが私の願いでございます。 

三田教育長） 

校長先生たちには、たくさん情報交換をしてもらいたいです。各校の良い方法は自校で

も取り入れていただきたいです。 

小学校では、１年生から６年生まであり、中学校よりも個々の成長に差があります。全

体にいじめのことをわからせないといけないので、私が校長のときは、鶴と亀を使って全

校生徒に話しました。「鶴は背が高く、くちばしで亀をつつく、亀は刺激を受けてすくん

でしまう、鶴はそれがおもしろくて繰り返したが、みんなはこれをどう思う」と問いかけ

ました。１年生でも亀が嫌がっているとわかりました。「鶴はおもしろいと思っているか

もしれないけれど、亀から見たらどうだろう。亀が鶴に嫌だと言って、とても勇気が要っ

たが、鶴ははっと気がついて謝った」というお話です。この通達の内容をわかりやすく子

どもたちに伝えたのか、教職員にこういう話で指導してほしいと指導したのか、そこを調

べることが必要です。学校現場の工夫をもっと分析していただきたいと思います。 

千馬委員長） 

 それでは、この調査結果については、よろしいでしょうか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（９）報告事項第８号 就学相談委員の委嘱について 

＜教育センター所長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 委員の先生方、何かご質問はありますか。 

三田教育長） 

 昨年に比べて、就学指導委員会の成果はどんなところに表れたか、また、その成果につ

ながった要因についてもご説明いただきたいです。 

教育センター所長） 

 これまでの就学相談の課題は、就学相談委員会で提案した内容と保護者の意向が一致し
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ないというケースが多いということでした。２３年度と２４年度と比較しますと、わずか

ですが、こちらの提案の内容と一致するケースが８３％から８４％と、１パーセント増加

しました。この１％は、微々たるものかもしれませんが、大変な努力をして保護者の方に

親身になって相談をしながら、その教育内容について丁寧にご説明申し上げながら相談を

進めてきた結果でございます。 

 また、意向と合わない就学をした児童生徒もおりましたが、相談会以降も継続して相談

する対象であることを保護者にお伝えしまして、就学相談委員及び教育センターの就学相

談の担当の職員は、毎学期、学校を訪問し、子どもたちの適応状況を確認いたしました。

保護者も含めて、発達の状況や適応の状況について、授業を見ながら確かめることもあり

ました。そのように協議を続けたことで、保護者から子どものためにも就学先を考え直し

たほうがよいかもしれないというお話もあり、固定級に移動したケースが３件ありました。

継続相談を丁寧にすることはとても大事であるということで、校長先生方にもこのような

相談方法等を周知しているところです。 

三田教育長） 

委員会の意向とは違う就学を選択した場合、そのなかの何％のケースが、学校が苦労し

たり、子どもの成長のためにも考え直したほうがよいという結論に至るのでしょうか。上

手くいくケースも中にはあるのかもしれませんが、いかがでしょうか。 

教育センター所長） 

 本日、特別支援教育校・園長会がありました。そこで校・園長先生方から話題に出たこ

とは、やはり委員会の判定と意見違いで就学した子どもたちがいるクラスは、学校も苦労

しているというお話でした。もちろん、その場合は、学校もケース会議を開きながら、保

護者に丁寧な説明をしながら、転級を勧めております。それから、保護者への啓発活動が

重要だというお話もありました。小学校に上がる段階で、委員会の判定との意見が異なる

というケースもありますので、教育センターでは就学前の教育に着目し、幼児における発

達の課題を事前に見きわめて、幼・小・中と連動した就学支援ができるような形を構築し

たいと考えております。現在は、幼稚園の特別支援のプロジェクトを立ち上げており、教

育センターの心理士も活動しております。 

 ケースの何パーセントがそのような結論に至るという具体的な数字はでておりませんが、

各学校で苦労しているというお話が本日もたくさん出ておりましたし、幼稚園では３園と

もそれぞれ２０％近くが課題のある幼児ということで、就学相談を要する子どもたちは増

加傾向にあると考えております。 

三田教育長） 

 細かな分析をしていただきたいと思います。学校は組織として受け入れ、先生もその子

どもの情報を把握しきちんと対応しており、保護者も子どもの学校での状況を見て家庭で

も努力しており、それでも対応できないケースがあります。そういった場合は、比較的、

保護者の方も納得されて特別支援の学級に移るケースが多いと思います。こういったケー
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スが多いとなると、それは問題だと思います。結果は良いかもしれませんが、それまでの

通常学級にいる時間は実験ではないのです。他の子どもにも影響を与えます。経過観察で

はなく、もっと早くから気づいていただくために、ケースの分析が必要です。いかがでし

ょうか。 

教育センター所長） 

 学校も教育センターも子どもの状況を細かく分析をして、どのような支援が必要かを学

校が把握し、学校の中の支援体制をきちん構築していくことが重要であると思っておりま

す。 

 本日、お配りしておりますが、保護者との面接記録や発達の記録を作成しております。

保護者の希望はもちろん、首の座りが何歳何カ月であったか、つかまり立ちはいつ頃にし

たか、人見知りがあったか、視線が合わせられるか、細かなことまで聞いております。そ

して、その情報をもとに、面接では、保護者の方がお子さんに対して、発達の課題を認識

しているかというお話もします。就学の際には、行動観察の記録の中で、声に出して本を

読めるか読めないか、文字が書けるか書けないか、１０までの数が言えるか言えないか、

友達との言葉かけができるかできないか等の細かなデータを記録し、保護者にお伝えして

います。 

 保護者の方にも気持ちよく受けとめてもらうには、きちんと分析の上で説明することが

必要であると考えておりますし、さまざまな情報をもとに説明しております。また、精神

科の医師のご協力も得ながら、丁寧に説明をすることもあります。教育長がおっしゃった

ように、自分が本当に学べてよかったと思えるような場所で、早い段階で学べるように進

めていきたいと考えております。そういう意味で、就学前の幼稚園の段階での就学相談に

も力を入れて取り組んでおります。 

三田教育長） 

 そういう視点に立って、このメンバーを見たときに、少し人数が多いかなと感じます。

グループに分かれて実施しているのですか。 

教育センター所長） 

 １番から５５番までの委員は、年間１４回の出席を求められているわけですが、どの会

にも出席できるわけではありません。学校行事や用事等の関係で出席できない場合があり

ます。第１回目にて出席できない日を確認し、統計をとりまして、各回何人が出席できる

かを調査しております。そして、その各回で検討する子どもの数は、そのときによってば

らばらでございます。６名のときもあれば、１２名ということもございます。ただ、基本

的には４つのグループに分かれて進めておりますし、４０人は必ず出席できるという見込

みを持って開催しております。この５５名の中で４０名は常に出席できる日程に開催し、

１０人ずつの４つのグループに分かれます。教育センターの職員が必ずどのグループにも

入ることとしており、発達の検査ともリンクさせておりますし、検討する児童生徒の所属

する学校の教員はその子どものことをよく知っておりますので、必ずその子どもがいるグ
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ループに入れるようにしております。そういった配慮をしながらグループの中で検討して

いただいて、報告をしてもらいます。医療的な見地からの示唆が必要な場合も多々ござい

ますので、そういった場合には医療の識見を有する方のアドバイスもいただけるメンバー

構成となっております。 

どの委員も一人ひとりが重大な判定をしており、緊張感を持って取り組んでいただきた

いとお伝えしておりますし、皆さん緊張感を持って取り組んでいるなと感じます 

三田教育長） 

保護者に対するアプローチの仕方が大切だと思います。特別支援学級にいってうまくい

った事例を分析し、その結果はやはりお伝えしていかなければいけないと思います。誠意

を持って取り組んでいただいている現状はわかりましたが、やはり継続相談だけではいけ

ないと思います。 

教育機関や相談機関よりも自分の子どもを知っているという気持ちがあると思いますし、

保護者の方のお気持ちもわかります。そこを理解した上で、どうアプローチしていくのか

が重要です。心理的な療法を使うことも必要ですが、具体的なケースを示し、それでもご

納得いただけない場合には、納得いただけるようなベテランぞろいのグループの中で就学

相談をする必要があると思います。 

期待しておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

教育センター所長） 

 さらにきめ細かい対応ができるよう検討いたします。ありがとうございました。 

小林委員） 

様々な局面での知識や経験を共有することが必要になってくると思いますので、今まで

の情報を共有すると良いと思います。対応は丁寧なのですが、先程のお話では、子どもの

現状や、どこに就学するかを決めるところに焦点が当たっていると感じます。就学先を決

め、その後どういうケアがされ、どういった対応がされているのかというフォローアップ

の部分も、決断するときには必要な情報だと思います。良い結果に結びつけるための情報

をお伝えしていかなければ、選択は難しいと感じます。良い事例や困った事例を情報共有

できる場をどう設定するか、しかも、それは就学を決める段階だけではなくて、その後の

ことも含め情報共有をしていかなければいけないと感じました。 

情報共有の場ということであれば、ワークショップを開くことより良い方法があるのか

もしれません。ある病院では、診療科ごとに区切られていた壁を取っ払って、全ての医者

や看護師が集まれる大きな部屋にしたら、休憩している時間に患者さんの情報を交換する

ようになったという事例もあります。何か工夫をして、情報共有をしていただきたいと思

います。 

教育センター所長） 

情報共有は確かに有効だと感じます。方法についても検討し、工夫して取り組んでいき

たいと思います。ありがとうございました。 



 15

菅谷委員） 

 就学相談は、小学校と中学校に入学するときの２回だけしか実施しないのですか。 

教育センター所長） 

小学校・中学校に入学するときはもちろん、その後も意見違いで通常学級に措置された

児童については継続相談となります。そして、教育センターでは、随時相談を受け付けて

おりますので、学年の途中に、保護者からの希望で相談をするケースもあります。 

菅谷委員） 

 例えば、就学時相談では、就学前からそういった支援が必要ではないかとわかっている

と思います。就学時相談の前にも情報を共有できればもっとスムーズに進むと思うのです

が、いかがでしょうか。 

教育センター所長） 

 確かにそれがうまくいくと、とてもスムーズに相談が進みます。しかし、保育園や幼稚

園の先生方から見ると問題ないと判断していても、学校の先生方から見ると相談にかけた

ほうがよいのではないかというケースが多々あります。授業をするということを考慮する

と見方も違ってきます。もちろん、中には保育園や幼稚園のときから課題があるというこ

とで、行動記録を出してくださるケースもあり、そういったケースは保護者の方も就学前

からお子さんについて考える機会があるため、ご理解していただけるケースが多いように

感じます。幼稚園や保育園では課題があると言われたことは一度もなかったのに、という

意識があるのとないのでは、相談の内容も違ってきます。 

 就学前のきめ細かな指導や対応が子どもに大きく影響しますので、そこを重視し、丁寧

に進めていきたいということで、教育センターの職員は保育園の保護者会や私立幼稚園の

保護者会にも出席し、特別支援教育の大切さをお伝えしております。ですが、そこで十分

なご理解をいただくことが難しいというのが現状でございます。 

菅谷委員） 

 東京都医師会で５歳児健診を推進するという話がありましたが、子どもの発達状況を保

護者にきちんと理解してもらおうということが目的だったと思います。豊島区では５歳児

健診を実施していますか。 

三田教育長） 

 豊島区では、３歳児健診までは保健所で実施しており、主に子どもの身体的成長面の診

断です。そのまま保健所で５歳児健診をするのではなく、学校運営課の所管で、各学校に

て就学時検診を実施しています。学校で行うことで、簡易な検査を通して体の成長とあわ

せて心の発達についても見ております。 

千馬委員長） 

 委員の委嘱一覧をもとに、就学相談のあり方というところまで話を深めさせていただき

ました。就学相談の内容についても工夫しながら、子どもたちのために取り組んでいただ

きたいと思います。 
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 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） 

（１０）第２６号議案 豊島区立幼稚園教育職員の分限処分について 

＜教育指導課長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（１１）報告事項第３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） 

（１２）報告事項第７号 臨時職員の任免 

＜教育センター所長 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） 

（１３）その他 

 

（午後５時２０分 閉会） 


