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教育部長（竹谷好弘） 

 それでは皆さん、おはようございます。 

 ただいまから教育委員会の定例会議を始めさ

せていただきます。 

 教育長のほうで、進行のほうよろしくお願い

いたします。 

教育長（長谷雄二） 

 それでは、改めまして皆様おはようございま

す。 

 議事に入ります前に、ご報告申し上げます。 

 既に皆さんご存じのように、瀬川委員が退任

され、新しく田川委員が就任されました。本日

の教育委員会議のほうから参加していただくこ

とになります。 

 田川委員につきましては、平成19年度から東

小学校の学校運営協議会の委員をされており、

学校運営にかかわってご尽力いただいておりま

す。また、子ども政策にかかわりますと、子育

て認定サポーター等々の事業に積極的にご協力

いただいている状況がございます。 

 少しプライベートなことになりますが、今、

子どもさんが東幼稚園、それから上のお子様が

東小学校のほうに在籍しておられ、今回委員ご

就任に当たっては、保護者の立場というか、保

護者の視点に立って、改めて今後以降の教育委

員会の施策あるいは事業について、いろいろな

ご提言なりご示唆いただけるものと期待をして

いるところでございます。 

 田川委員のほうに全く打ち合わせはしており

ませんが、一言ご挨拶をよろしくお願いいたし

ます。 

教育委員（田川宜子） 

 おはようございます。10月５日付で教育委員

に任命されました田川宜子と申します。本当に

お歴々方の中で恐縮なぐらいの一介の主婦でご

ざいますので、どうかお手やわらかによろしく

お願いいたしたいと思います。よろしくお願い

します。 

教育部長（竹谷好弘） 

 それでは、教育委員会事務局の紹介をさせて

いただきます。 

 私、教育部長の竹谷でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それから、教育部理事の田中でございます。 

 こども政策部長の谷でございます。 

 それでは、所属とお名前をどうぞよろしくお

願いいたします。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 学校教育グループ参事の尾島でございます。

よろしくお願いいたします。 

 本日は、学校教育グループ課長の吉川のほう

が他の公務で欠席しております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

歴史文化グループ課長（塔本弘一） 

 歴史文化グループ課長の塔本でございます。

よろしくお願いします。 

教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グループ

課長（楓 仁孝） 

 教育部次長兼社会教育・スポーツ振興グルー

プ課長の楓でございます。よろしくお願いいた

します。 

教育部次長兼教育総務グループ課長（山﨑正

弘） 

 教育部次長兼教育総務グループ課長の山﨑で

す。どうぞよろしくお願いします。 

こども政策部次長兼保育・教育グループ課長

（松本幸代） 

 こども政策部次長兼保育・教育グループの松

本です。いつもお世話になっております。また

改めましてよろしくお願いいたします。 

子育て支援グループ課長（東野貞信） 

 子育て支援グループ課長の東野です。よろし

くお願いいたします。 

 本日、参事の上野が欠席しております。よろ
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しくお願いいたします。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 学校給食グループ課長の寺本でございます。

よろしくお願いします。 

社会教育・スポーツ振興グループ参事（中森祐

次） 

 社会教育・スポーツ振興グループ参事、中森

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

社会教育・スポーツ振興グループ参事兼歴史文

化グループ参事（橋上猛雄） 

 社会教育・スポーツ振興グループ参事兼歴史

文化グループ参事の橋上でございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

歴史文化グループ参事兼狭山池博物館副館長

（植田隆司） 

 歴史文化グループ参事兼博物館資料館副館長

の植田です。よろしくお願いいたします。 

教育総務グループ課長補佐（荒川郁代） 

 教育総務グループの課長補佐の荒川でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

教育部長（竹谷好弘） 

 以上、事務局職員でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまより平成28年第10回教育

委員会定例会議を開会いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、本会議は成立いたします。 

 なお、会議録の署名委員は会議規則第20条第

２項の規定によりまして、山崎教育長職務代理

者、阪本委員を指名いたします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。 

 なお、主な報告につきましては、９月30日、

中学校の体育大会に参加いたしました。各委員

もそれぞれの中学校のほうご参加いただき、あ

りがとうございます。 

 10月６日、都市教育長協議会10月定例会に参

加いたしました。 

 10月11日体育の日、第10回大阪狭山混声合唱

団定期演奏会に参加いたしました。 

 主なものについては以上でございます。 

 今の私の教育長報告につきまして、何かご意

見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 本日の議案は１件でございますが、日程第１、

報告第24号、平成28年度全国学力・学習状況調

査における結果と分析の概要についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 それでは、平成28年度全国学力・学習状況調

査における結果と分析の概要につきましてご説

明いたします。 

 お手元の配付資料をごらんください。 

 こちらは、今月末に本市ホームページ上で公

開予定の本年度の全国学力・学習状況調査の結

果概要でございます。 

 こちらの報告の内容でございますが、冊子前

半は小学校国語、算数及び中学校国語、数学の

学力調査の結果概要、そして後半が質問紙調査

の結果概要という構成になっております。 

 学力調査の結果でございますが、資料の中ほ

どをごらんください。 

 １小学校国語、２小学校算数にかかる部分で

ございますけれども、小学校では国語Ｂ、算数

Ａ、算数Ｂで平均正答率が全国平均を上回り、

比較的良好な結果でした。 

 一方で、国語Ａの平均正答率は国平均をわず

か0.2ポイントではございますけれども下回る

結果となりました。 

 それから次に、ページをお進みいただきまし
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て、３中学校国語、４中学校数学につきまして、

中学校では国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂと

もに平均正答率が全国を上回り、良好な結果で

ございました。 

 それから、その次のページ以降でございます

けれども、質問紙調査では、小中学校とも朝食

を毎日食べていますか、同じくらいの時刻に寝

ていますか等の基本的生活習慣を問う質問で、

昨年度の肯定的回答の割合を上回り、改善傾向

が見られました。 

 また、自分の考えを発表する機会が与えられ

ている、話し合いの活動がよく行われている等、

児童生徒主体の授業の実施状況について問う設

問に対しまして、肯定的な回答をした割合は、

小学校では全国平均並み、中学校では全国平均

値を上回っておりました。 

 このような本年度の調査結果を教職員や保護

者に向けて発信することで、成果や課題を共有

して、確かな学力やよりよい生活習慣づくりの

取り組みを進めていきたいと考えております。 

 全国学力・学習状況調査における結果と課題

の分析の概要につきましては、以上でございま

す。 

教育長（長谷雄二） 

 平成28年度全国学力・学習状況調査の概要に

ついての説明でした。 

 これについて、委員の皆様、ご意見、あるい

はご質問等ございませんでしょうか。 

 どうぞ、山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 後でゆっくり見たらわかることなんですが、

今年についての説明やったと思うんですけれど

も、過去からの経緯についてはどうなのか、ち

ょっと説明いただけるとありがたいです。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 過去からの経緯につきましては、例えば各教

科の平均正答率の推移につきましては、１小学

校国語、２小学校算数、このページの上半分の

さらに右半分の部分に、平成19年度からの国平

均値との比較のほうを掲載してございます。国

平均を１とした場合、本市の状況がどうである

かというようなグラフをごらんいただければと

思います。中学校国語と中学校数学につきまし

ても同様のグラフを掲載しております。近年で

は、特に中学校における全国平均値との差と申

しますか、改善が非常に見られるというところ

が特徴でございます。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 ご説明にもありましたが、小学校国語Ａのわ

ずかながらポイントが低いという点で、そのさ

さいな差にこだわっているわけではありません

が、ほかで成果が見られているのに比べると、

小学校国語Ａって基礎的なものだと思うんです

が、その基礎的なものに十分差があったという

ことは、何か分析というか原因や傾向が、ある

のでしょうか。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、担当。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 国語Ａ、今回特に顕著な課題としたローマ字

の習得という部分がございます。ローマ字を書

いたり読んだりというところで、学校からの反

省としましても、その辺りの定着を図るような

取り組みが不十分であったということがござい

ますので、今後重点的に取り組んでまいりたい

と思っております。 

 それから、文章を読んでその内容について、

例えば国語Ａの部分で三角印があと２個ござい
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ますが、目的や意図に応じて収集した情報を関

係づけながら話し合うという部分と、ルール説

明の表現について助言した内容として適切なも

のを選択するということで、文章を読み取って、

それについての考えをまとめるという部分で課

題がございますので、そういった部分でも授業

や家庭での課題を通して、これから取り組みを

進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 学習指導要領が今後変わっていく中、恐らく

Ａの問題であっても基本的に話し合いであると

か、その授業の中での学習者の参加が問われる

ような形になってくると思うので、授業そのも

のの改善というのか、努力されているのは十分

よくわかっているんですが、その努力の方向性

が定着というときに、もちろん内容によっては

反復練習の必要な内容というのももちろんあり

ますけれども、それだけでは育ちにくいもの、

経験して間違いを含めながら修正していって高

めていくような、少し手間のかかるものも実は

Ａの中には含まれているのかなと感じています。

また新しい学習指導要領も見据えてつけるべき

力と合った改善の方向をぜひお願いしたいと思

います。急いでではありませんが、長期的にお

願いしたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 これにつきましては、今回の結果概要はでき

るだけ速やかにオープンにするということをも

とに、事務局で分析したものでございます。現

在、これも含めて体力調査や、あと生活の状況

調査なども踏まえた「子ども白書」作成という

ものをめざしたプロジェクトを立ち上げてやっ

ております。そこには大阪大学の社会学専門に

されている前馬先生や関西大学の若槻先生に入

っていただいて、さまざまな分析、いろいろご

経験ある専門家を交えた形での総合的な分析を

今やっております。それは年明けぐらいに方向

性として、この点数についてということだけで

はなくて、狭山の子どもたちの特徴、いろいろ

な角度から見たものを今後どのような結果と結

びつけて取り組みとつないでいくかという形で、

今まとめる方向でプロジェクトという形でやっ

ております。現場の先生方も各校１人代表で来

ていただいていて、例えば中学校の就寝や睡眠

時間の問題であるとか、宿題はやっているけれ

ども、予復習が少ないことについてや、主体性

の少なさや、生活習慣や学習状況に関する項目

で夢や自尊感情などの数値が低い部分などにつ

いて、幅広くどういう課題があるかを今抽出し

ております。また体力についてもかなり課題が

あることがわかってまいりましたので、そのよ

うなことを踏まえた次年度に向けた取り組みと

いう形で、またまとめさせていただきたいと思

います。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

  はい、阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 ６番の子どもの学力を高めるためにというデ

ータの見方なんですけれども、小学校も中学校

もみずから発表する機会が多いと、それから友

達と話し合う活動もしっかりしていると、これ

は非常にいいことだと思うんですね。自分を表

現するなり、コミュニケーションをとるという

能力を養うということで、ただ一番下のグラフ

を見ますと、自分の考えを説明したり文章に書

くということが非常に難しいというデータが小

学校が少しふえてきて、中学校も全国平均と比



－5－ 

べれば若干高いというデータなんですね。それ

からコミュニケーション能力を高めるとか、プ

レゼンテーション能力を高めるというようなこ

とを推進するのは非常にいいことなんですけれ

ども、一方ではちょっと困難を感じている生徒

が多いということは、ついていけていない子が

もしいて、こういう結果になっているのであれ

ば、少しその辺は配慮すべきかなと思います。 

 それから、これは今後経年的にデータとって

いって、一番下の難しいと思いますということ

が少し変わってくればまた変わるんでしょうけ

れども、推進する一方で、ついていけていない

ということがもしあるのであれば、少し配慮い

ただきたいというふうに思います。 

教育長（長谷雄二） 

 よろしいでしょうか。 

 今日、この資料結果を提示したばかりですの

で、熟読していただいたら、いろいろと課題、

意見も出てくるとは思います。また会議の場だ

けでなくて、教育委員さんのほうにつきまして

はご意見を頂戴できればというふうには考えて

おります。 

 私のほうからは一つ、平成21年でしたか、狭

山のほうへ着任させていただいたときに、南河

内の他の市町村立学校と比較して、狭山の子ど

もたちの、いわゆる学習状況調査の「自分によ

いところがあるか」という、いわゆる自尊感情

それから将来に夢を持っているかというのが極

端に低かったんです。私の記憶でおいたら50％

前後で、よそはみんな60から70と、その後につ

いては、今回、小学校中学校生活学習状況にか

かわる質問紙調査のほうで、ここ数年「自分に

はよいところがあると思いますか」という部分

については、数値の上では非常に上がってきて

いると、そういう取り組み、学習の部分でなく、

学校の生活全般の中で友達同士のかかわり合い

とか学級、学年指導、クラブ活動、いろいろな

中で建設的に実施してきた結果というふうには

思っておりますが、単に学力の数値だけでなく

て、この項目あたりが、今いわゆる世間でいじ

め、あるいは不登校対策云々で昨今も近々に悲

しい事件もございましたが、ぜひ学習状況調査

のほうの分析も各学校で怠りなくやっていただ

くようには委員会としては指示を今後も続けて

いきたいなというふうに思っておるところです。 

 ここで私の責任において今からお話しさせて

いただきますが、あくまでもこれは小中とも市

全体の数値を提示して、全国平均、大阪府平均

と比較したものでございます。何よりも上とか

何より下という分析ではございません。かねて

から各小中学校、学校別の数値については今回

もホームページでは公表しないということでご

ざいますが、一つ私も課題としてもっているの

は、中学校、今回も全国を全て上回っているわ

けですけれども、今回特筆すべきは、どの３中

学とも良好であると、どこか一つの中学校が突

出して平均が上がっているということではなく

て、市内の３中学校とも良好な状態であるとい

うことについては、せんだっての校長会で各学

校長のほうに私のほうから非常にありがたいと

いう謝意を述べたところでございます。私のほ

うからご報告させていただきます。 

 小学校については平均値を上回っているとい

う結果でございますが、残念ながら学校によっ

てはそれぞれ大きな課題が今回も見えておりま

す。先ほど、長瀬委員のおっしゃられた国語Ａ、

いわゆる基礎、基本の部分については、改めて

学校教育グループ中心に今後取り組みを強化と

いうか、各学校のそういう工夫も含めて少して

こ入れをしていく必要があるのではないかと考

えております。 

 以上です。 

 あと何かご意見、ご質問ございませんでしょ

うか。 



－6－ 

 今日は議案がこれ一つですので、もう少し深

く掘り下げていただいても結構ですけれども。 

 もう一個だけ質問してよろしいですか。 

 ローマ字について、少し気になるのは、今ネ

イティブも含めて小学校五、六年は英語が入っ

ていますね。その部分とローマ字のこの今回の

問題、正答率が４割台ということは、特にその

かかわりの中で効果があるかないかという分析

はどうなんでしょうか。 

 はい、田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 ローマ字に「ＨＹＡＫＵ」というものの読み

かたがあったのですが、この読みについては本

市の回答率が府の平均を５ポイントも下がって

おります。特殊な読み方についての定着という

ことについて、指導時数は多分ローマ字とか何

か調べるような、教材と教材をつなぐような部

分に基礎のそういう学習内容が教科書にはたく

さん入れられているんですけれども、そのあた

りについての押さえが弱かったというような分

析をしている学校が多いです。 

教育長（長谷雄二） 

 はい、ありがとうございます。 

 いわゆるアルファベットにはなれているけれ

ども、そういう特殊な「ＨＹＡＫＵ」というよ

うなローマ字の読みについて、なかなか子ども

には難解であったという状況なんですね。特に

それだけを強化して勉強せよということもなか

なか難しいところではあるとは思いますが。 

 それでは、これ以降も、教育委員の皆さんで

気づかれたこと、私を通じてでもご質問、ご意

見いただけたら幸いですので、よろしくお願い

します。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、本案を原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第１、報告第24号、平成28年度全国学

力・学習状況調査における結果と分析の概要に

ついては承認されました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。ありがとうございました。 

                  以上 
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