
 

 

第１１回教育委員会臨時会議事要録 

詳細―教育総務部教育総務課 電話０３－３９８１－１１４１ 

 

附属機関又は 

会議体の名称 
教育委員会臨時会 

事務局（担当課） 教育総務部教育総務課 

開催日時 平成２５年１１月２５日 午後３時１５分 

開催場所 教育委員会室 

出席者 

委

員 

千馬 英雄（委員長）、渡邉 靖彦（委員長職務代理者）、菅谷 眞、 

嶋田 由美、三田 一則（教育長） 

そ

の

他 

教育総務部長、教育総務課長、学校運営課長、学校施設課長、教育指導課長、

統括指導主事、教育センター所長、高松小学校長、朋有小学校長 

事

務

局 

教育総務課庶務係長、教育総務課庶務係主事 

公開の可否 一部公開  傍聴人  ０ 人 

非公開・一部公開

の場合は、その理

由 

第５１号議案については、人事案件のため非公開とする。 

 

会議次第 

 

１ 第５１号議案  臨時職員の任免 

２ 協議事項第１号 平成２６年度教育に関する事務の点検・評価委員会の実

施について 

３ 報告事項第１号 池袋本町地区校舎併設型連携校建設基本設計報告 

４ 報告事項第２号 池袋第三小学校建設基本設計報告 

５ 報告事項第３号 平成２６年度教育課程 

６ 報告事項第４号  秋田県能代市教員派遣交流団の実施報告 

７ 報告事項第５号 ソメイヨシノ・プロジェクトについて 

８ その他 
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千馬委員長） 

 ただいまから第１１回教育委員会臨時会を開催いたします。本日の署名委員は、渡邉委

員と嶋田委員です。それから、今日は途中で退席される方がいるのと、校長先生からの説

明もありますので、案件の順番を変更して進めたいと思います。 

（委員全員了承） 

（１）第５１号議案 臨時職員の任免 

＜教育センター長 資料説明＞ 

人事案件のため非公開 

（委員全員異議なし 第５１号議案了承） 

（２）報告事項第１号 池袋本町地区校舎併設型連携校建設基本設計報告 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 学校施設課長から池袋本町小学校と池袋中学校の基本設計とコンセプトについてお話を

いただきました。ご質問ありましたらお願いします。 

三田教育長） 

 補足です。連携校のコンセプトについては、現場の声も反映させて、区長からもアイデ

アを提供していただいたりして作りあげてきたものです。課題になっていたグラウンドへ

のアクセスの問題や５町会から出ていた反対の声についても丁寧な対応をして、調整を進

めてきました。この学校は小中一貫校ではありません。小中一貫校はカリキュラムの在り

方や教育効果がまだ十分に実証されてないと考えています。校舎併設型の連携校のモデル

として、従来どおりの学校指導要領に基づくカリキュラムで、区内で一番広い敷地に校舎

を設置し、広い校庭を有効に使っていきます。 

渡邉委員） 

 私も計画段階から携わらせていただいていますが、あくまで学校施設なので子どもの学

習を最優先にした施設にしてほしい、地域の防災にも役立つようにしてほしいと要望して、

その意見をきちんと反映させた学校になっていると感じました。 

確認したい点があって、トイレの場所と手洗い場の場所はどこになるのでしょうか。ト

イレの反対側に手洗い場がくるのですか。 

それから、ＰＴＡ室ですが、１階に小学校のＰＴＡ室と中学校のＰＴＡ室があります。

現池袋第二小学校には、小学校ＰＴＡ連合会の部屋があったので、それも設置していただ

きたいという話が出ていたと思います。広いグラウンドがあるということで、各種ＰＴＡ

行事は、この連携校で実施することになると思います。ソフトボール大会等を実施してい

ますので備品も多いです。物の置き場所も確保していただきたいですし、どのような運用

を考えていますか。 

学校施設課長） 
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 まず、ＰＴＡ室についてですが、小学校のＰＴＡ室、中学校のＰＴＡ室、その横に会議

室がございます。ここが小・中学校のＰＴＡ連合会等が活用できるお部屋になると考えて

います。小・中ＰＴＡ連合会の会長と各学校のＰＴＡ会長にもご説明させていただきまし

て、会議は多くても月４回くらいなのでバッティングすることもないため、細かく区切る

よりは広々と使いたいというご意見もいただき、ご納得いただいております。会議室を共

有して、物を置いたり、パソコンやプリンターも共有して使えば広々と使えます。また、

赤い三角のマークのところですが、ここが出入り口になっていまして、外からダイレクト

に入ることができます。鍵の扱い方も検討しています。トイレも流しもあり、独立したお

部屋として設計しています。 

 それから、手洗い場については、男性用トイレと女性用トイレの間に洗面台が配置され

ます。低学年オープンスペースの中央部分にもありますし、生活科室の前のトイレの少し

横、トイレを挟んで両脇にも設置します。１階から３階まで同じように手洗い場を設け、

これまでの３倍の蛇口数が使えるということになります。中学校棟のほうも、同様に、２

階部分のコミュニケーションラウンジの左側や体育館のアリーナ部分の廊下に設置されま

して、各階が同じような造りになっています。 

三田教育長） 

 手洗い場については、目白小学校の設計のときに、学校歯科医師会から洗口所としての

水道の蛇口が足りないという声をいただきました。歯と口腔の衛生に関する条例に基づき、

歯磨きをするときは鏡を見てしたほうが良いというご意見もいただき、スペースを効果的

にとって、場所を確保しました。今回は目白小学校よりも敷地が広いため、場所の確保も

比較的スムーズでしたが、今後建築する学校は同じように洗口所となる手洗い場の蛇口を

確保していきたいと考えています。 

渡邉委員） 

わかりました。 

あと、西池袋中学校は後から蛇口を交換した部分もあったので、細かい話はこれからな

のかもしれませんが、ご配慮いただきたいと思います。鏡も普通の鏡だと割れてしまうか

もしれません。特に小学校は割れにくい鏡を付けるなどの対策をしていただきたいと思い

ます。 

千馬委員長） 

 他に何かありますか。 

嶋田委員） 

 校舎も素晴らしいですが、１００メートルの直線がとれる校庭というのも早く見てみた

いなと思っています。楽しみにしています。 

 図面には正門という表記がありませんが、桜門が正門になるのですか。入学式や卒業式

のときは、正門の前で写真を撮るイメージがありますし、学校の顔のようなものだと思い

ます。それから、中学のグラウンドは部活動等されると思いますが、このくらいの道幅の
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道路で、その安全性はどのように担保されるのでしょうか。 

学校施設課長） 

 まず、正門についてですが、６ページをご覧いただければと思います。中学校と小学校

の昇降口の付近にソメイヨシノを植樹しますので、華やかな入り口になると思います。で

すが、５ページのグラウンド側の入り口にもソメイヨシノを植えて、基本的には裏も表も

ない、どちらも正門らしい設計にしたいと考えています。入学式や卒業式の記念写真は、

どちらで撮ってもよいという造りになります。 

嶋田委員） 

 学校名の入ったプレートは両方につくのですか。 

学校施設課長） 

 はい、そうです。 

嶋田委員） 

 学校参観のときなどにご案内するときは、桜門のほうがよいですよね。 

学校施設課長） 

 はい。昇降口側の桜門のほうが使いやすいと思います。大きな看板を立てるなら昇降口

側となるかもしれませんが、校庭側からも入ることはできます。 

 それから、中学校のグラウンドへのアクセスについては、一方通行の幅６メートルの道

路が通っておりまして、そこを横断していくことになります。横断歩道を設置して、安全

誘導員の設置も検討しています。地域の方からもこの道路の横断について、様々なご意見

をいただいています。運転手に注意喚起を促すようなカラー舗装をするなどのご意見をい

ただきましたので、そちらも検討しています。安全対策は万全を期したいと考えています。 

嶋田委員） 

 お願いします。 

三田教育長） 

 緊急時には、約１，５００人の子どもが一斉に外に出ることもあります。入口を１カ所

に集中させてはいけないということで、中学校と小学校で昇降口を分けて、校庭側からも

入れるようにしました。道路を横断してグラウンドに行く造りとなりますが、避難時の対

応を考えるとこのほうが良いのではないかと考えています。それから、まちづくりの一環

として、学校と地域の関わりを重視しました。正門と裏門という呼び方をしてしまうと、

裏側は暗い印象になってしまいますので、門そのものに固有の個性を持たせて、子どもた

ちが均等に出入りできるようにしていこうと考えています。 

菅谷委員） 

 この案を拝見しまして、これから１００年くらい先を見通した学校だなと思って感心し

ました。素晴らしいと思います。 

 先程、図書館のところの説明がよくわからなかったのですが、小中共有の図書館になる

のですか。 
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学校施設課長） 

 その通りです。小学校と中学校でゾーン分けをします。中学生の図書のゾーン、小学生

の図書のゾーン、さらに小学校のほうにはお話コーナーも設けます。部屋自体は共有で使

います。 

菅谷委員） 

 学校図書館司書は小・中学校両方の指導をするのですか。 

学校施設課長） 

 図書館の中心に司書室も設けまして、司書の方は両方の指導をしていただきたいと考え

ています。 

三田教育長） 

 学習ブースもたくさん設ける予定です。調べ学習のときには、ブースの中に入って、子

どもたちが図書やＰＣを活用して個別に学習できます。野外に出て読書ができるようなデ

ッキも造っています。開放的な図書館になります。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

それから、職員室も小学校と中学校で共有するということですが、小学校の先生と中学

校の先生では多少立場が違うところもあると思うので、課題があるのではないでしょうか。

連携がとりやすいという良い点もあると思いますが、先生方からはどのようなご意見をい

ただいていますか。 

学校施設課長） 

 職員室は共有ですが、校長室はそれぞれ別にありますし、打ち合わせ室も確保していま

す。校長先生方とお話ししている中では、連携しやすくて、広く使えて、お互いが何をし

ているのかがすぐわかるため、共有のほうが良いというプラスのご意見しか私は聞いてお

りません。見られて嫌だとか、仕事がしづらいというお話はありません。 

三田教育長） 

 併設型の校舎を造るにあたって、川崎市の学校を視察してまいりました。小・中学校そ

れぞれの校長先生や職員からお話を伺いましたが、非常に良いという声を聞きました。会

議室や教育相談などの部分は別々で行えますし、合同で会議もできるので共有すべき情報

はすぐに共有できるということです。設計には詳しく書いていませんが、目の高さくらい

の程度の敷居は入れます。ですが、自由に行ったり来たりできるという空間にします。 

菅谷委員） 

 池袋中学校は池袋本町小学校以外にも同じブロックの小学校がありますよね。 

三田教育長） 

 池袋第一小学校があります。 

菅谷委員） 

 池袋中学校と池袋本町小学校の連携と比較して、池袋第一小学校では連携に温度差がで
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きる可能性についてはどのようにお考えですか。 

学校施設課長） 

 地域の方々からも心配だというご意見をいただいていますが、既に小中連携プログラム

を重視して指導しており、各小学校と池袋中学校で児童生徒同士の交流が活発に行われて

います。池袋中学校の生徒がそれぞれの母校に行って、勉強を教えてあげたり、池袋中学

校の吹奏楽部がそれぞれの学校に行って演奏したり、児童生徒の交流と一緒に先生同士の

交流も実施しています。池袋本町小学校と池袋中学校が併設されても、池袋第一小学校と

も日常的に交流を実施しますので、問題ないと考えています。 

 また、施設面では、１階部分に多目的室があります。ここは３教室分の広い部屋で、Ｉ

ＣＴやプロジェクターが置ける環境も整備します。ここで児童・生徒が交流したり、発表

したり、授業を受けることができるように配慮しています。 

 そして、池袋第一小学校も改築を計画しています。池袋本町小学校の仮校舎として現文

成小学校を活用して、併設型の校舎ができて、池袋本町小学校が移転したら、今度は池袋

第一小学校の仮校舎として現文成小学校を活用する予定です。 

三田教育長） 

 そうすると、連携ブロック全体が新しい校舎に移ります。タイムラグはありますが、財

政的にも物理的にも仕方ないことであると考えています。 

渡邉委員） 

 菅谷先生のご指摘は、地域でもとても話題になっていました。ですが、現実的に池袋中

学校には３校それぞれの子どもたちが通っていますし、みんなが池袋中学校の生徒である

という感覚を持っています。また、最初に改築の案が教育委員会から出されたときに、地

域、学校、保護者、子どもたちにも話をして、説明を繰り返し、納得していただいている

と思います。多目的室という交流のための場所もあるので、皆さん楽しみになるのではな

いかなと思います。 

菅谷委員） 

良い方向に向かっているということで安心しました。新しい学校の形ですので、ここで

の取組みが他の学校にも広まれば良いなと思います。 

新しい校舎の学校は人気があると思いますが、３クラスだと足りなくなってしまうので

はないですか。 

三田教育長） 

 少人数指導の部屋として活用する教室がたくさんありますので、状況の変化にも柔軟に

対応できるようなボリュームになっています。 

菅谷委員） 

 すばらしい設計ですね。 

千馬委員長） 

 池袋第一小学校との連携についても注目しているということで、計画とコンセプトにつ
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いては了承ということでよろしいですか。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（３）報告事項第２号 池袋第三小学校建設基本設計報告 

＜学校施設課長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 池袋第三小学校の基本設計とコンセプトについての説明をいただきました。ご意見はご

ざいますか。 

菅谷委員） 

 先程の併設型の校舎もそうですが、冷暖房設備はどうなっていますか。 

学校施設課長） 

 区内の学校は、普通教室と特別教室は冷暖房完備ですが、体育館はついていません。改

築する学校には、体育館にも冷暖房を完備しますので、廊下を除いて全ての部屋に冷暖房

が入ります。 

菅谷委員） 

 わかりました。 

三田教育長） 

補足です。基本的な緑化や地域防災などの考え方は、先程の目白小学校の校舎もそうで

すが、この校舎にも反映されています。池袋第三小学校の特色として、敷地が非常に狭い

ため、知恵を絞って設計しました。校庭を広くしてほしいとか、体育館を広くしてほしい

という声もあり、その要望に応える校舎になったと思います。まず、２階のバルコニーで

すが、運動場を囲うように設置されています。ここを運動会の観覧席として活用すること

で、校庭を広く確保することができました。２階に通路を造ったことで、体育館の敷地も

広くすることができました。 

また、校舎の活用も近隣のことを考えて３階までとして、さらに上部を階段状にするこ

とで日当たりが良くなり、北側にお住いの地域の方にも好評です。その階段状になってい

る部分は緑を植えて緑化環境の面でも良く設計されています。 

渡邉委員） 

 プールに屋根をつけてほしいという要望は出なかったのでしょうか。 

学校施設課長） 

 高さを抑えるということからか、屋根を付けてほしいというご要望はありませんでした。

小・中併設型の学校のプールは室内ですが、こちらは小学校と中学校が共有で使いますの

で、５月から１０月くらいまでプールを使うということで設計しています。池袋第三小学

校の場合、小学校単体でつかいますので、他の学校と同じように屋根はなくても問題ない

と考えていますし、そういった要望もありませんでした。 

千馬委員長） 

 太陽光パネルをたくさん活用していますが、この電力の使い道はどうなるのですか。 
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学校施設課長） 

 ２０キロの太陽光発電を整備する予定でございます。自立機能がついた太陽光発電にし

ますので、停電時も発電した電気を学校で使えるということで、防災無線、テレビ、携帯

電話の充電、パソコンなど、情報を収集するための電源も確保できます。また、太陽光発

電を蓄電する設備については予算の関係で見合わせていますが、防災用として非常用電源

を設備して７２時間は電気を確保できます。太陽光発電はその補助的な機能として使えま

す。 

千馬委員長） 

 わかりました。 

それから、１０月の３０日に地域説明会を行っていますよね。設備も整っていますし、

反応としては良かったとは思うのですが、要望等はあったのでしょうか。 

学校施設課長） 

 この地域には太鼓を使うサークルがあり、その音が大きいので配慮してくれないかとい

う要望がありました。防音の設備を検討しております。それから、日照の問題で、傾斜を

つけて高さを抑えてはいますが、どういう影が落ちるのか、図面を見せてほしいというご

要望いただきまして、ご説明いたしました。若干日影になってしまいますが、道路も広く

なりますし、緑も多く見栄えも良いということでご理解いただいています。 

千馬委員長） 

 他に何かありますか。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４号 秋田県能代市教員派遣交流団の実施報告 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 校長先生方、今日はありがとうございます。研修の内容に書いてありますように、大き

く三つの狙いがあるようです。児童生徒の学力向上に向けた先進的な取り組みを共有する

ため、教育都市としまの実現に向けた課題解決に役立てるため、そして、管理職や指導主

事、指導教諭等として、将来の豊島区の人材を育成するためということです。校長先生も

参加されたということで、お二人の研修報告をお伺いしたいと思います。委員の先生方、

よろしいでしょうか。 

（委員全員了承） 

    ＜高松小学校長、朋有小学校長 研修報告＞ 

千馬委員長） 

 どうもありがとうございました。 

 校長先生にお話しいただいた件について、感想でも結構ですのでいかがでしょうか。 

三田教育長） 

 私も教育長という立場で見てまいりましたので、教育委員会の体制についても少し補足
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をさせていただきます。 

この研修の翌日には、秋田県の地方新聞に取り上げられたということで、教員も私も取

材を受けまして、関係者相互で非常に注目しています。派遣団一人ひとりが自分の課題は

何かという意識を持って臨みました。出発前に結団式をして、教育委員会が考えている実

践上の課題を提示させていただいて、終了後には研修報告書も提出願うことになっていま

す。教育視察をした後に、授業参観と研究討議を行いましたし、非常に有意義な時間でし

た。授業では、座席の形や話し合い活動の仕方など、授業形態を工夫していましたし、校

長会でもこの授業の方法は学んでいかないといけないなと感じました。 

この研修は、本区に残って長期のスパンで授業改善をしていただきたいという思いから

始まりました。教育の質を高めていくために、将来は豊島区で管理職として働いていただ

きたいということで、今回も若手の教員を対象に実施しました。３名とも能代市の子ども

たちに馴染んでいましたし、最大限の力で授業をしていましたし、大変だったと思います

が、すばらしい学びができたのではないかと思います。これで終わりではなく、これから、

その学びを活かして、豊島区の課題を解決していくという作業があります。能代市の学力

は、全体的に高いという特徴があります。豊島区は二極化傾向です。能代市では、学級の

目標として一つ決めて授業をするのですが、単一の目標に見えて、学力の上位層、中位層、

下位層に対する対策があった上で設定していました。上位層の子どもは早く目標を達成し

てしまったりして、他の子どもたちに教えたり、隙間のない授業が実践されていました。

子ども自身も自分の課題を明確に持っていて、授業に臨んでいました。教員だけでなく、

子どもが自分をよく理解しているということも豊島区との差だと感じました。 

 それから、校長先生も能代市の生活指導のすごさを報告されましたが、豊島区にも「豊

島の子七則」がありますし、これを発達段階に応じて子どもたちに学ばせて、ステップを

踏んで指導していかなければいけません。生活面に関することは、教員が無自覚で指導す

ることではなく、目的意識や課題意識を持って指導していく必要があります。豊島区では

これが少し足りないのではないかと感じています。 

 家庭学習についても、宿題を出しながら自主学習も進めていて、学年掛ける１０分を目

標に取組み続けてきて、今のような成果がでていると思います。子どもたちの能力には差

がありますし、わからないところがでてきます。能代市の場合は、先生が朝早く来て、子

どもたちのわからなかった問題を共に考え、教えたりしています。これは、豊島区でもチ

ューター制度を実施していますが、小学校ではそういうサポート体制がないのかなと感じ

ました。子どもたちをフォローアップするような体制づくりについても考えていかなくて

はいけないと思います。 

 能代市の市長さんが挨拶で、能代市は学力ということで注目されて多くの自治体から視

察に来ていただくけれども、学力よりも子どもに寄り添う指導が魅力だとおっしゃいまし

た。一例ですが、子どもたちがふざけ半分で障害のある子どもを水泳競技会の代表に推薦

して、その子も断るかと思ったら挑戦したいと言ったので、教員も見守って挑戦させたそ
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うです。一生懸命練習して、当日も必死で泳いだけれども他の学校と段々差がついて、そ

の子だけ必死で泳いでいるときに、担任の先生が服を来たままプールに飛び込んで、頑張

れと声をかけて応援したというのです。その姿を見てふざけていた子どもたちも変わった

そうです。ゴールした瞬間、みんなで拍手して大喜びしたという話で、学力よりも頑張っ

ている子どもに対して温かく励ましたり認めたりする教育現場にしていきたいとお話しさ

れていました。私も能代市の学校を見て、子どもたちに寄り添った教育をしていると感じ

ましたし、能代市長さんの言う通りだなと思いました。現場の活動も考え方も素晴らしか

ったですし、本当に良い研修だったと思います。 

千馬委員長） 

２人の校長先生と教育長から、今回の訪問の内容を報告していただきました。私たちも

色々と思うことがあるのですが、時間のほうも限られていますので、私たちも今回の訪問

の成果を生かしていけるように努めていくということで、そちらでお礼にかえさせていた

だきます。今日はどうもありがとうございました。 

委員の皆様もよろしいですね。 

（委員全員異議なし 報告事項了承） 

（５）報告事項第５号 ソメイヨシノ・プロジェクトについて 

＜教育長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 ソメイヨシノのこれからの植樹計画案が出たということですが、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） 

（６）報告事項第３号 平成２６年度教育課程 

＜統括指導主事 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 豊島区の管理運営規則に基づいた内容で、２６年度教育課程が組まれたという情報提供

です。委員の皆様、いかがでしょうか。 

三田教育長） 

 わかれば教えてほしいのですが、教員からは土曜公開授業日の評判が悪いという話を聞

きました。学校現場でもそのような話が出ているのですか。 

統括指導主事） 

管理職からの評判はとても良いです。原則として公開することとしていますので、夏休

みを除いて年間１０回以上開催して、平日だと参加が難しい保護者の方が実際に授業を見

る貴重な機会です。保護者からの評判としても、特に小学校１年生については、保護者も

子どもたちの学校での様子を不安に思っている方が多いと思いますし、実際に授業を見る

ことで安心するというご意見をいただいています。 

教員については、簡単に休みがとれませんし、休日に出勤した分を夏休みや冬休みにま
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とめて休む方が多いです。ですが、夏休みには、教員の質を高めなくてはいけないという

ことで研修がたくさんあります。そういった状況で、休みを取りづらい方の中には、土曜

公開授業に不満を抱いている先生もいるのかもしれませんが、私が聞いたご意見としては、

地域や保護者の方の反応がすぐわかるので良いとのことです。例えば、朋有小学校では、

自転車安全教室を土曜公開授業として実施して、地域や保護者の方が参加しやすい学校行

事が組めて良いというご意見もありました。授業日数についても、土曜公開授業日を１０

回実施すると年間で約３０時間確保できますので、１日６時間授業をすると考えても５日

分の授業をしていることになります。１週間分の授業時間が確保できますので、教育課程

上もゆとりができて、子どもたちの学びをもう少し深めたいなというときには次の授業で

そういった活動時間を設けて、その分の時間を土曜の授業で対応することもできます。そ

ういった子どもたちの学びのペースにあわせて授業が行えるということで、教員にとって

も土曜公開授業というのは非常に良いと私は受けとめています。 

三田教育長） 

 今、文部科学省が土曜日の授業を復活させるということで提案しています。これにも反

発の声が確かにありますが、豊島区のように夏休みも短くして、月１回の土曜公開授業日

を行っているのは、授業時数を確保するためです。年１回くらいはほとんどの学級で学級

閉鎖をしますし、週５日の授業ではもともと時間が足りません。教員が、あたかも今のま

まで授業時数が確保できるような印象を持っていることは問題だと思っています。今後、

英語の授業時数も確保しなくてはいけないということになってくると思いますし、授業時

数の確保は今からもこれからもやっていかなければいけない対応だと思います。教員は他

区からの異動もありますし、今までは土曜出勤はなかったからと反発する方もいると思い

ますが、土曜公開授業日の意義を知っていただいて、しっかり対応していただきたいと思

います。 

統括指導主事） 

 土曜公開授業日の意義を全ての教員にどのように伝えるかというのは課題だと考えてい

ます。本区でもすでに１学級で学級閉鎖をしていますし、恐らくインフルエンザが流行し

て今後も出てくると思います。本区では大丈夫だと思いますが、もし授業時数が足りなく

なってしまった場合は春休みに授業をしなくてはいけないということになります。そうい

った対応を避けるためにも、授業時数をしっかりと担保した上で教育課程を組む必要があ

ると考えています。 

千馬委員長） 

子どもの学力を保障する教育課程が組まれていると私も受けとめているのですが、文部

科学省からの提案の進行状況も踏まえながら、２６年度実施していただくということです。

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） 

（７）協議事項第１号 平成２６年度教育に関する事務の点検・評価委員会の実施につい
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て 

＜教育総務課庶務係長 資料説明＞ 

千馬委員長） 

 平成２６年度に実施する事務の点検・評価委員会の実施方法ということで、特に３ペー

ジの評価対象候補と視察校の案について、委員の先生方、ご質問やご意見ございますか。

よろしいですか。 

（委員全員了承） 

（８）その他 

（午後５時５０分 閉会） 


