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平成２７年度 第１１回富里市教育委員会定例会議会議録 

 

富里市教育委員会 

 

１ 期   日  平成２７年１２月２２日（火） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後３時１６分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  武 井 勝 彦 

         委員長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

         教 育 長  國 本 與 一 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  榊 原   孝 

   学 校 教 育 課 長    佐 藤   浩 

   学校給食ｾﾝﾀｰ所長  大 木 正 吾 

生 涯 学 習 課 長  荒 居 富 男 

         図 書 館 長  根 本   優 

 

５ 事務局職員  教育総務課課長補佐 中 津 義 孝 

 

 

平成２８年１月２６日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 委員長開会宣言 

  委員長 平成２７年度第１１回富里市教育委員会定例会議を開会する。 

 

２ 前回会議録の承認 

平成２７年度第１０回定例会議会議録承認（署名人：武井委員長，佐々木委員） 

 

３ 教育長報告 

・１１月２６日，１２月定例議会が開会した。 

・１１月２７日，印旛地区公立高等学校ＰＴＡ合同研修会が中央公民館講堂

で開催され，来賓として出席した。 

・１２月６日，第８５回印旛郡市駅伝競走大会が行われた。結果は，一般の

部が７位，高校の部で富里高等学校が２位，中学校の部で富里中学校が１位

であった。 

・１２月８日，社会教育委員会議が開かれ，社会教育関係団体の認定につい

て審議された。 

・１２月９日，スイカロードレース大会実行委員会会議が開かれ，次回大会

の予算や３㎞の部の競技方法の変更等が承認された。 

・１２月１２日，根木名の盆綱を記録したビデオの試写会が根木名公民館で

行われ，出席した。 

・１２月１４日，議会の全員協議会が開かれ，総合教育会議で決定した教育

大綱が報告された。 

・１２月１５日，森田惠子委員の辞令交付が市長室で行われた。更に４年間

御尽力をお願いする。 

・１２月１６日，議会最終日となり，全議案が可決し，終了した。その後，

全員協議会が開かれ，洗心小学校統廃合対策協議会の会合の内容を報告した。 

議員からは，跡利用の検討を組織的に行う必要があるだろうという御意見

があり，また，教育委員が会合に出席しているかを聞かれ，自分が教育委員

の代表として参加したこと，洗心小学校統廃合対策協議会から教育委員に対

し，出席の求めがあれば，委員の皆さまと相談をする旨の報告をした。 

・１１月２０日，印旛地区教育委員会連絡協議会視察研修には，教育委員の

皆さまに参加いただき感謝する。 

今後の予定は，１２月２８日に御用納め，１月４日に仕事始め式を行う。 

委員の皆さまには新年の挨拶においでいただくことになるのでよろしくお

願いする。 
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４ 教育委員報告 

委員 １２月２日，中央学園の交流事業に参加した。富里小学校，富里第

一小学校，根木名小学校及び七栄小学校の６年生と富里中学校１年生が

富里小学校体育館に集まった。中学生が中心となり交流会が進められた。

中学校生活や勉強などについて，しっかりとした口調で発表する中学生

を静かに聴いている小学生の様子を見て，小・中連携，小・小連携が図

られていると感じた。次に，生涯学習課文化資源活用室長による旧岩﨑

家末廣別邸についての説明があった。その後，末廣別邸の中庭に移動し，

小学生と中学生が混ざり，グループごとに環境整備活動を実施した。 

活動の様子を見ると，中学生は小学生に話しかけながら良い雰囲気の

中で清掃活動を行い，小学生の表情も良く，一緒に働く活動が心の交流

を促していると感じた。１時間程の作業で中庭は大変綺麗になり，とて

も満足する結果であった。子供たちがこのような形で末廣別邸に関わっ

たことは，岩﨑久彌という人物を知る大きなきっかけになったと思う。 

また，小・中学生の満足した表情を見て，これからの中央学園の交流

事業に期待が持てると思った。 

委員 １１月２６日，富里市特別支援教育合同学習発表会に出席した。 

どの学校も練習の成果を十分に発揮した素敵な発表であった。子供た

ちは自分の役割を一生懸命に果たし，みんなが心を一つにして発表する

姿は，とても生き生きとしていた。子供たちは，精一杯発表できたこと

にそれぞれ満足している様子であった。特に中学生の発表に感動した。 

富里北中学校の花さき山の朗読は，聞き手の私たちに優しい気持ちが

伝わってきた。富里南中学校の毎日頑張っている部活動の様子や自分た

ちが成長した姿を実際に披露してくれたことに逞しさを感じた。富里中

学校の集団パフォーマンスは，とても力強くてみんな自信に満ちていた。 

小学生も中学生も仲間と協力して，多くの先生方や保護者はもちろん，

地域の方に支えられ，励まされ，着実に成長していると感じた。 

中学生の発表の中に「たとえできないことがあってもきっとできるよ

うになる。富里は私たちが学ぶ故郷です。」という言葉があった。自分

の成長は多くの人に支えられて，今の自分があることを感じていると思

った。子供たちは中学校を卒業し，進学する者もあれば社会に出る者も

いる。このように成長してきた子供たちが，自分の力を生かせる場，社

会を築いていかなければならないと強く感じた。 

 

委員 １２月２日，南学園スポーツ小・中交流会に出席した。 
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○○先生を講師として，順天堂大学からは野球部５名，陸上部５名，

サッカー部４名を招き，デモンストレーションが行われた。野球では，

南中学校の野球部員が球を投げ，大学生が打つ，大学生が投げたボール

を小学生が打つ，フリーバッテイングをした。サッカーでは，大学生が

パスからのシュートを模範演技として披露した。次に，大学生がゴール

キーパーとなり，南中学校生徒と各小学校の小学生とのＰＫ対決を行っ

た。グランドコンディションは悪かったが子供たちは良い経験であった

と思う。陸上部では，走り幅跳び，槍投げ，円盤投げを披露し，子供か

ら歓声が上がったのが印象的であった。その後，二つのグループに分か

れ，コーディネーショントレーニングとみんなでリレーを行う予定であ

ったが，突然の雨のため予定が変更となった。体育館内で全員によるコ

ーディネーショントレーニングを○○先生の指導により行った。コーデ

ィネーショントレーニングには，小・中学生に順天堂大学生も混じり，

じゃんけんをしながら足し算をするなど，楽しみながらも難しく，効果

的なトレーニングを行った。このスポーツ交流会は，小・中学生の交流

を互いに深めることができ，評価としては高いものであると思った。時

間の確保が難しいと思うが，１年間に３～４回を継続して実施できると

ジョイントスクールの目標として，より効果の高いものになると感じた。 

 

委員長 １２月６日，第８５回印旛郡市駅伝競走大会に出席した。 

  朝から青空が広がり絶好のコース条件の中，参加選手４２７名で競わ

れた。一般の部のチームも優勝を目指していると聞いたが，富里中学校

Ａチームがスタート前から注目されていた。特に１区を走る選手が素晴

らしいという評判で，スタート直後，グランドを周回するときに氏名と

成績などが紹介されていた。彼にとってはかなりのプレッシャーであっ

たと思うがロードに出るころにはかなりの差を付けていた。富里中学校

Ａチームは，去年に引き続き優勝し，２連覇を成し遂げた。この中から

東京オリンピックで活躍する選手が出てくれると素晴らしいと思った。 

１２月９日，富里スイカロードレース大会実行委員会会議に出席した。 

議事では，第３３回大会実施概要の中で３キロの部，小・中学生のス

タートを最初にする案が諮られた。これまで大会を参観している際に，

富里中学校校門の前では一般参加者の到着時間と重なり，選手同士で交

錯する様子を見て，工夫が必要であると思っていたので，この案は良い

ものであると思った。スタート時間は，中学生が８時４５分，小学生が

８時４６分となることで，子供たちもスムーズに走れること，暑さを考
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えると負担も少なくなるなど，大変良いことであると思った。招集時間

や交通規制などいろいろと調整することがあると思うが，よろしくお願

いしたいと思う。 

会議の冒頭の市長挨拶では，この大会は毎年改善されていて，毎年良

くなっているという言葉にあるように職員の皆さまの努力でいろいろと

改善されていることは，ありがたいことだと思っている。第３３回大会

も素晴らしいものになるものと期待をしている。 

 

５ 議案 

委員長 議案第１号及び議案第２号について，提案者である國本教育長か

ら提案理由の説明を求める。 

教育長 議案に対する提案理由について説明をする。 

議案第１号，富里市就学援助費支給規則の一部を改正する規則の制定

については，富里市教育委員会行政組織規則第８条第２号の規定により議

決を求めるものである。次に，議案第２号，富里市社会教育関係団体の

認定については，富里市社会教育関係団体の認定に関する規程第４条の

規定により，社会教育関係団体の認定について，教育委員会の議決を求

めるものである。 

よろしく御審議の上，可決されるようお願いする。 

 

委員長 議案第１号を審議する。 

（１）議案第１号 富里市就学援助費支給規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

  学校教育課長 大きく三つの改正がある。一つ目は，個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の改正があったもので，いわゆるマイ

ナンバー制度に伴い，１月１日から特定個人情報を利用できる事務とし

て就学援助費の支給が該当するので規則様式の変更を行う。二つ目は，

様々な文言を整理するものである。三つ目は，行政の決定に対する不服

申立の手段について定められている行政不服審査法の改正に伴うもので，

これまで異議申立てが６０日以内であったものが廃止され，３か月以内

の審査請求に統一される内容に伴う改正である。具体的な改正内容は，

規則の様式中に，○号様式カッコ内の引用条文関係の修正，個人番号を

入れる欄が設けられたこと。また，様式中に，不服申立て制度の教示と

して示される文書で，６０日以内に異議申立てとなっていたものを法令

に合わせて３か月以内に審査請求というものに改正するものである。 
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よろしく御審議の上，可決されるようお願いする。 

 

  委員長 何か委員から質疑はあるか。 

＜質疑等＞ なし 

＜採決＞ 

議案第１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（２）議案第２号 富里市社会教育関係団体の認定について 

  生涯学習課長 富里スクエアダンスクラブという団体から申請があり，ス

クエアダンスとは，元々アメリカで生まれ，アメリカのほかカナダ，イ

ギリス，フランスなどの各国で行われているとのことである。 

団体の活動目的は，スクエアダンスを通してダンスの普及発展と技術

の向上に努め，日頃のストレスと運動不足の解消を図るとともに，会員

相互の親睦を深めつつ，生涯学習の一つとして，楽しく学び明るく健全

な社会の育成に寄与するというものである。この団体は，平成１５年８

月に結成され，現在１３年目を迎えている。現在の会員数は，２２名で

そのうち市内在住者が１９名であり，毎週金曜日に農林業センターで活

動をしている。その他，県内他の市のクラブとの交流や講習会を実施し

ている。また，市の文化祭発表部門に参加されるとともに，生涯学習事

業のアシスト事業アドバイザーとして平成１７年から登録をされている。 

社会教育関係団体の認定をきっかけに，各種の施設等に指導に行くこ

とや慰問活動を行うなど，富里支部を作りたいとのことである。 

なお，１２月８日に開催された社会教育委員会議で諮ったところ認定

について承認されている。 

 

  委員長 何か委員から質疑はあるか。 

＜質疑等＞ なし 

＜採決＞ 

議案第２号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

６ 報告事項 

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・１月２６日，教育委員会定例会議を予定する。 

  学校教育課  
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・本日（２２日）で，旧の２学期を終わり，小・中学校の子供たちは冬休

みに入る。大きな事件や事故はなかったが，各学校で課題のある児童・生

徒がいること，交通事故があることなどの課題はある。来年，１月７日か

ら小・中学校が開始される。特に卒業する学年については，無事に卒業で

きるよう気を引き締めて指導していく。 

・１１月３０日に実施した校長会議の学校運営において，前回の定例会で

御指摘のあった自転車の乗り方指導について，各校長にお願いをした。 

５月６月に交通安全指導を行ってから期間が経っていること，冬休みを

迎え気が緩みがちになるため，交通安全について各学校で工夫して注意喚

起をするようお願いしたものである。 

また，教職員の服務については，富里市では該当しないが，全国的に子

供の手本にならないような不祥事が起きているので，教職員への注意喚起

をお願いした。 

学校給食センター 

・１２月２１日に旧２学期の学校給食を終了し，１月８日から提供する。 

生涯学習課 

・１２月８日，第３回富里市社会教育委員会議を開催した。 

・１２月１２日，第４回成人式実行委員会が開催された。 

・１２月１５日，富里市青少年相談員連絡協議会課題研修会（防災）が実

施された。 

・１月１０日に実施する平成２８年富里市成人式の対象者について，１２

月２２日現在で５１１人に通知した。 

・１２月６日，第８５回印旛郡市駅伝競走大会が実施された。 

一般の部１３チーム中７位，高校の部６チーム中２位，中学校の部２８

チーム中で優勝し，２連覇であった。 

・１月１１日，富里市スポーツ少年団駅伝大会を予定する。 

図書館 

・１１月２８日～１２月４日に行った雑誌リサイクルでは，延べで２２３

人，１，３０５冊であった。 

・１２月１１日，第３回図書館協議会を開催し，図書館運営の在り方を審

議した。 

・１２月２４日，２５日に冬休み特別映画会を予定する。 

・年内は１２月２７日まで開館し，新年は１月５日から開館する。 

 

８ その他 
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（１）全国学力・学習状況調査について（学校教育課） 

  学校教育課長 この調査は，小学校６年生と中学校３年生を対象に４月に

行う。小学生は１～５年生まで，中学生は１・２年生の学力・学習状況

を調査するものである。毎年度，当該学年を調査するので，対象の子供

が変わる。継続的に同じ子供を追いかけていく調査ではないので，年度

によって成績が良い年と悪い年が出てくる。しかしながら，本市の状況

は，全国平均と比べると厳しい結果である。 

資料結果にあるＢ評価とは，全国平均のプラス５パーセントからマイ

ナス５パーセントまでの範囲にあることを示し，Ｃ評価はマイナス５パ

ーセントより下回っていることを示す。 

小学校は，国語（知識）Ｂ，国語（活用）Ｃ，算数（知識）Ｃ，算数

（活用）Ｃで，昨年度と比べると国語（活用）が１ランク落ちてＣ，算

数（知識）が１ランク落ちてＣである。ただ，昨年度と同じＢ評価であ

っても，Ｂが幅を持ったプラス５パーセントからマイナス５パーセント

であるので，国語（知識）の細部を見ると評価は同じであるが，内容は

昨年度よりマイナスとなっている。 

また，昨年度と同じＣ評価の算数（活用）の細部を見ると昨年度より

もマイナスとなっているので，国語，算数（知識・活用）の全てが落ち

ているという厳しい結果である。理科は本年度より新しく始まったので

昨年度と比較はできないが，理科（知識）Ｂ，理科（活用）Ｃであった。 

基礎・基本である知識を身に付けさせることについては，現在行って

いるとみの国検定，漢字や計算の小テスト，ドリルなどの学習で一定程

度の成果が出ているため継続して今後も行う。課題である活用・応用・

思考については，南学園（富里南中学校）で行っている学びあい，人の

意見を参考にしながら自分の考えをまとめて主体的に物を考えて解決し

ていく学習方法を今後も力を入れていくことが大切であると考える。 

この調査には，児童・生徒の日常生活習慣についての設問もあり，朝

食は食べているか，ゲームはどのくらいするかなどの回答が出ている。 

基本的生活習慣が乱れている子供は，学習成績も中々うまくいかない

といった状況である。夜更かしをしない，朝食をきちんと食べるなど規

則正しい生活になっていけるように，学校教育だけではなく家庭を巻き

込んでいきたい。即効性はないが，いずれ学力にも効果が出てくるもの

と考える。 

中学校に関しては，国語（知識）Ｂ，国語（活用）Ｂ，数学（知識）

Ｃ，数学（活用）Ｃで，昨年度と同じ評価である。 
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細部を見ると，国語（活用）は，昨年度より０．５ポイント下がって

いるＢであるが，他の三つは，昨年度よりそれぞれ向上している。中学

校では一定程度の学力向上の成果があったと思うが，数学が弱いので各

中学校で基礎・基本，応用においても力を入れていかなければならない。 

学校でやるべきことを行い，家庭に協力を求めることを働きかけてい

きたい。不登校，学力向上は，富里市にとっての課題であるので，今の

５年生，２年生で良い結果が出るよう期待を込めながら学校教育を進め

てまいりたい。また，都道府県市町村によっては，学校別の比較や順位

付けを発表するところがあるが，富里市では，各学校の結果については，

それぞれの学校便り等で保護者にお知らせをしており，市のホームペー

ジでは市全体としての小・中学校について発表している。１位の学校は

どこかという公表はしない。その理由は，学校規模が違いすぎることで

ある。５人の平均値と２００人の平均値によって，学校を比較すること

や順位付けをする意味はないと考えているので市では公表しない。その

ような順位付けをすることよりも，内容を詳しく分析して，指導の足り

ない部分はどういうところか，教育改善を図っていくことが本来の調査

の目的であるので，目的に沿って調査結果を生かしていきたいと考える。 

 

委員長 学校で学習を教えることだけではなく，家庭での規則正しい生活

が学力にも影響があるとの学校教育課長の説明であった。子供たちが家

に帰っても安心して居られない状況の家庭があるかもしれない。 

本来，学校側から家庭にこうしてくださいということは難しいことで

あろうと思うが，子供たちが家庭で過ごす時間は大事であるので，働き

かけを行っていただきたいと考える。 

 

委員 学校便りで学習結果をお知らせした後，その結果を基に実際に学校

がどのような学習指導を行っているのかがよくわからない。 

今回の結果を見ると去年とそれほど成績が変わらない。具体的な各学

校の学習の取組を保護者に分かりやすく伝えるということはできるのか。 

 

学校教育課長 各学校で工夫されていると思うが，学校教育は，指導法や

学習カリキュラムを誰の眼にも明らかに一度に劇的に変える。これを止

めて今までやっていなかったことをやるなど，中々そのような変容は現

れにくいものである。今やっていることをどれだけ深くやるのか，職員

の研修を積んで質を上げてやるなどが，実際の学習指導になるので，保
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護者の皆さんから見ると同じような取組ではないかと思うこともあろう。 

同じ数学の同じ単元を教えるにも教員の資質を向上させて，教材を工

夫して取り組む，生徒同士の意見交換の場面を多くしていこうなど，

個々，小さな変化の積み重ねで改善していこうという傾向が往々にして

ある。うちの学校は，こういう結果であったので，来年からこれを取り

入れるといった華々しく行うところはあまりなく，アピールのしようが

ないのかなと思う。全国的に百ます計算が流行したときのように，うち

の学校でも百ます計算を取り入れるということであれば，保護者はわか

りやすいと思うが，そのようなインパクトのある教材はたくさんあるわ

けではないので，結局は，地道な普段の教育活動をどれだけ充実させる

か，どれだけ浸透させるかといった部分に力を入れる傾向にある。 

 

委員 学校教育課長が説明された考え方が保護者に伝わらないことが多い

と思う。こうして何のためにやっているのかなどを聞くと納得できるの

で，保護者がこのような内容を聞く機会を得られると良いと思う。 

 

学校教育課長 今ふと思ったのは，４月当初のＰＴＡ総会などで学校長が

学校運営説明を必ず行うと思うので，昨年度の学力・学習結果を受けて，

今年度はこうするとか，朝のドリルを５分間設けるなど見えやすい取組

があれば発表してもらう場面を意図的に作るように働きかけていきたい。 

 

委員 学校が指導改善を進めていくことはもちろんであるが，家庭学習の

習慣をどのように身に付けさせるか，落ち着いて学習できる家庭環境を

どうやって築いていけるか，家庭での意識付けをできると良いと思う。

富里市の各家庭に発信していくことができたら良いと感じている。 

 

学校教育課長 ジョイントスクールの一環で学園ごとに学習の手引き，

小・中学校共通の家庭学習の在り方を作成した学園もあり，また作成中

の学園もある。今後，どんどん改善していくことができるので，その中

に学習の内容だけでなく，家庭での過ごし方なども工夫して載せていき

たい。 

生涯学習課を中心に行っている子育て宣言もあり，子供たちの将来を

見据えた家庭の在り方について，市として働きかけをしていくことがで

きると考える。どの市町もそうであるのだが，大きな壁があって，どの

ような手立て，宣言を出しても，貧困や家庭が崩壊していることが事実
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としてあり，そのような家庭は，どんなに良いものがあり，これをやれ

ば良いのがわかっていても我が家はそういう状況ではないということが

ある。個別的に常に子育て支援課，福祉部局と連携し，サポートをして，

まず，生活を安定してもらって，それが結果的に子供を救うことになる。 

少し遠回りになるが地道にやっていきたいと考えている。 

 

委員長 ２人の委員と全く同様な意見である。学校教育課長の説明を聞い

て，限界があるということもわかった。しっかりとした家庭の基盤は大

切なことであるので，今まで以上に意識して，ＰＴＡ総会などの場を利

用していただきたい。 

 

委員 学校教育だけで良い成績を取れれば，ことは簡単であり，問題はな

いが，学校だけの勉強で良い点を取れない児童・生徒がいるので，その

点を保護者がいかに理解していただけるのかが一番の課題だと思う。 

保護者に理解を得られるよう学校が積極的に働きかけをしていただく

と良いと感じた。 

 

  教育長 学力を学校で高めるということは当然のことであるが，学習をし

っぱなしでは忘れるので，どのようにして定着を図るかというと，家庭

に帰って復習をする。宿題をきちんと行うことは，学習の定着には大事

なことであると思う。どのような宿題が出ているかは，子供に聞かない

と保護者はわからない。毎日，学級通信を出されている担任の先生がお

り，毎日，学級通信を作成すること自体が非常に大変な努力であるが，

学級通信でこんな宿題が出ていると保護者に知らせる先生もいる。 

保護者が子供に聞かなくても，どんな宿題が自分の子供に出ているの

か，わかることができれば，保護者も宿題に関心を持っていただけるの

ではないか。せめて宿題だけは家庭できちんとやらせようという気持ち

になってくれるのではないか。そんな工夫も学校なりに必要ではないか

と思っている。いずれにしても学校での学習，家庭での学習の両方を大

事にすることで学力は高まっていくものであると考える。 



12/13 

 

（２）ジョイント・スクール小中交流事業（中央・南学園）について（学校教

育課） 

学校教育課長 交流事業が終了した後，小学校６年生と中学校１年生にア

ンケートを取った。まず小学生では，８割以上が肯定的な回答であった。 

中学生と協力して活動ができましたかという設問の回答が一番低かっ

たが，中学生と協力して行うことに慣れていなかったのではないかと思

う。それでも中央学園８３パーセント，南学園８７パーセントの回答で

あったので，このような機会を重ねていけば自然に溶け込めていくと思

う。それ以外は，９０パーセント以上と高いので，楽しく，満足する結

果であったと考える。特に，中学校に進学することが楽しみになったと

いう設問で高い回答となったのは大変嬉しいことである。 

中学生でも概ね８割以上の肯定的な回答であった。小学生と協力して

活動ができましたかという設問では，中央学園の回答が唯一７９パーセ

ントと低かった。やはり慣れていなかったことと，中央学園は，人数が

多いので班別にしたが，あれだけの人数がいると，協力して行うことが

難しい場面があったのではないかと思う。 

この辺りは今後の課題であると思う。全体としては良い結果である。 

独自の調査であるが，参加した学校の校長先生に１０点満点で評価を

していただいた。平均すると全体としては７点，８点であった。 

有意義な授業であったか，スムーズに移動し，活動できたかという設

問は，中央学園８点，南学園９点と高い点数であった。準備や参加に係

る職員への負担はどうだったかという設問は，負担感が小さければ１０

点になるのだが，中央学園７点，南学園５点であり，校長先生から見る

と先生方は準備で忙しくなったことにやや不満であると思われる。 

子供たち全員が参加できるということは，非常に良いという意見をい

ただいた。一部の子供たちが参加し，後は自習ということではないので，

学年の先生も全員が参加できるので良いという意見であった。学園ごと

に工夫して，より充実したものにしていきたい。 

 

  委員 南学園の小学生は，中学校に進学することが楽しみになったとの答

えが９７パーセントと高いのに，南学園の中学生は新１年生を迎えるこ

とが楽しみになったとの答えが８８パーセントで低い。中学生が小学生

を迎え入れる意識が低いのは意外な数字である。その原因は何か。 

 

  学校教育課長 おそらく，南学園は，過去２年間，魅力ある学校づくり調
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査研究などで地区の小学生を迎え入れて，いろいろなイベントをやって

いるため，中学生側では，小学生を迎え入れる負担があり，疲れてしま

ったのかなと単純に考える。もう一つは，南学園に順天堂大学生が来て，

その素晴らしい運動パフォーマンスを行ったので，それに対する満足度

が高い。小学生との交流という趣旨よりも大学生のパフォーマンスに意

識がいってしまったということも考えられる。 

 

  委員 交流事業を実施する前にアンケートを行って，終了後にもアンケー

トを行うと，子供たちのリアクション，その効果や結果が得られるので

はないかと感じた。 

 

  学校教育課長 御指摘のとおりで，南学園の魅力ある学校づくり調査研究

では，年に何回も行って比較するアンケートがあり，今回の交流事業で

使用したアンケートは同じものである。交流事業では，事前にアンケー

トを取らなかったが，来年度は是非アンケートを行って，その変容をみ

ていきたいと思う。 

 

（３）旧岩﨑家末廣別邸秋の特別公開について（生涯学習課） 

生涯学習課長 １１月２９日の特別公開で使用した資料を用意した。 

  特別公開は，５月に引き続いて２回目の実施である。１１月１日のホ

ームページ，広報でお知らせしたところ，１１月９日，１０日の２日間

で５０組１００名の定員が一杯となった。当日は，１組のキャンセルが

あったが，４班に分かれて公開を実施し，小岩井農場の○○部長も出席

され，盛況に終わった。次の公開はいつになるか楽しみにされる方の問

い合わせをいただいている状況である。 

 

９ 委員長閉会宣言 

  委員長 以上で，平成２７年度第１１回富里市教育委員会定例会議を終了

する。 


