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４その他の出席者

５前回（１／２２定例）議事録の承認（資料１）＜承認＞

６議案

①議案第４２号宗像市教育２１世紀プラン２０１３（案）について（資料２）＜承認＞

叺芳教育長】資料２参照。議事録なし。（▲１７秒）

【繍職蝋鱒蝉】１３ページ、資料２をご覧ください。全体構想の位置づけとしましては、教育施政

方針と１月の定例教育委員会でご説明申し上げた小・中学校における具体的な課題と指導の重点の総

括を受けるとともに、校長会で出された校長の意見を取り入れて作成したものでございます。

以下、資料２参照。議事録なし。（▲７分１６秒）

【井上委員長】ご意見ご質問がございますか。今までになかったのは、校長の意見を事前に取り入

れて作成されたという点です。そのような意味では，今回しっかり考えられた構想になっていると思

いました。

【中岡委員】１６ページ、下から５行目に「育てる能力の育成を明確にして」とありますが、「育

てる能力を明確にして」でよろしいのではないかと思いました。また、１７ページ、３行目のかっこ

書きの後に「を」を入れた方がよいのではないかと思います。１５ページ、「重点目標に係る基本的な

考え」の１５行目に「次の３つの質の改善を重要視し」とあり、続いて１，２，３で示されています
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が、１と２ではカリキュラムの質、教員の質と書かれているのに、３だけが「学校組織マネジメント

カを高める取組について」となっていて、「質」という言葉がないので若干引っかかりました。先ほど

の説明では組織はできているものの､質の改善力泌要だということでしたので、「学校組織の質」とい

う言葉を入れてもよいのではないかと思いました。「学校組織の質、マネジメントカを高める」という

表現にしますと、３つの質というくくりがはっきりと見えるのではないかと感じました。

【繍騨註鮒鰄】順にお答えします。１６ページの「育てる能力の育成」は、授業構想力の項目にあ

たります。いわゆる授業作りで、指導案を作るところになりますが、育てる能力をどういう方策で高

めていくのかということで、方策というところが実は授業構想力の大きな柱だと思っています。その

能力を培う方策を明確にするという考え方に立っており、能力の育成の方向まで組み込んだことが授

業構想力になると思っていますのでも「育成」という表現をぜひ入れて､生かしていただきたいと思い

ます。

【中岡委員】「育成方法」ではいけませんか。

【獺騨駐雛鰯】「育成方法」あるいは「育成の仕方」でもよいと思います。

【久芳教育長】「育成方法」が一番分かりやすい気がします。

【繍騨註端糊】１７ページ、３行目のかっこ書きの後には「を」を追記してください。表現につい

ては私も!悩みました。３つの質と言っていますから、当然「質」という言葉が求められます｡､今の学

校現場を見ていきますと、組織を動かす力が非常に弱いです。ラインはあるのにスタッフが機能しな

いため、マネジメント、いわゆる目標に向かった動きを作るという力が問われていますので、ぜひこ

の「マネジメント」という言葉は残したいという気持ちがあります。ただし、「マネジメントカの質」

といってしまえば、聞こえがあまり良くないので、マネジメントカで質を捉えていただけたらと思っ

ておりました。文語というきれいなかたちで質という言葉で表わすならば、「マネジメントカの質」

という言葉を入れてもおかしくはないと思います。

【久芳教育長】「学校組織の質」の後に、「マネジメントカを高める取り組みについて」をかっこ

書きにできませんか。

【鮪M騨繍繍蝉】質を入れるということで統一したいと思います。読まれて引っかかるのは問題だと

思いますので、教育長におっしゃっていただいたところも組み入れて、質という言葉を使わせていた

だきます。かっこ書きにするのか、あるいは質という言葉を入れるのかについては、お任せいただけ

ればと思います。

【川上委員】今回スタッフの機能化を重要視されるとのことですが、スタッフという言い方と職

員という言い方の両方を使われています。スタッフとは、おそらく学年主任など、キーになる方々を

指されているのだと思いますが、学校組織の中でどこまでをスタッフというのかを明確にしていただ

けるとありがたいです。

【鯖鵬糊繍蝉】今、教育界では「ラインとスタッフ」という言葉が常用化しています。マネジメン

トを問うときにこの言葉が大事だろうと言われているからです。範囲につきましては、学校現場の職
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員はすべて役割を持っており、役職に応じた職能が大事ですから、スタッフはすべての教職員という

ことになります。

【川上委員】その場合ですと、この文章の中にスタッフという言われ方をするときと職員という

言われ方をするときが随所に出てきているのですが、その辺は分かりやすいのでしょうか。

【鯖繊轍雛尊蝉】マネジメント、組織を動かす役割、役職と言うときには、「ラインとスタッフ」とい

う言葉を使って強調しています。アピールしていくためのキーワードとして、学校に意識させるため

にあえて使わせていただいております。

【川上委員】目的に応じて使い分けられているのですか。

【鮪繩謙蝋繍騨】校長の意見にも「ラインとスタッフ」という言葉が出てくるようになりました。マ

ネジメントに必要な力として、今気づいてきていますので、教育委員会も一緒に考えて進めていく立

場に立っていきたいと考えています６

【平田委員】２１ページの２行目が１行目と重複しています６

【井上委員長】２行目を削除してください。１３ページ、教育２１世紀プランの右下に、「小中一

貫教育推進協議会」とあります６日の里中学校区と大島中学校区で３年間小中一貫教育を試行した後

に、評価を行っていただいた記憶があります。平成２５年度にすべての中学校区の小中一貫教育の研

究指定が終了します。新たに本協議会にこれまでの評価をしていただくことになると思いますが、メ

ンバーについてどのように考えられているのでしょうか…

【教育政策課長】協議会は存続していますが、委員については当初の任期が切れていますので、今回

開催するにあたりましては、新たに委員の委嘱等力泌要になります。

【井上委員長】新たにメンバー構成を考えられるということでよろしいですか。協議会はなくなっ

たのではなく、休眠状態にあると理解しておけばよいですか。

【教育政策課長】はい、そうです。

【平田委員】メンバーはコミュニティから７人とありましたが、そのままの人数構成でいかれる

予定ですか。

【教育政策課長】規則については見直しを行うことになるかもしれません。

【井上委員長】なるべく早く検討を始めた方がよいと思います。

【教育政策課長】委員の公募も必要になりますので、今年度内には準備に取りかかりたいと思ってお

ります。

【川上委員】来年度、小中一貫教育の基本方針を改訂することになっていますが、日程的に立ち

上げから基本方針の改訂まで来年度内に行うことが可能ですか。

【教育政策課長】２５年度に玄海中学校区の研究発表が行われ、すべての中学校区の研究指定が終了

しますので、次の段階として小中一貫教育に関する基本的な方針を協議会にお諮りすることになりま

す。２５年度中に次の段階について審議をしていただく動きになります。

叺芳教育長】具体的には、２６年度以降に取り組む小中一貫教育の方針を審議いただきます。

３



【川上委員】本日提示いただいた教育２１世紀プランを踏まえての今後の動きを教えてください。

【鮪雛轍端鱒】本日ご承認いただきましたら、この下に続く具体的な課題と指導の重点の来年度版

を作成し、来年度の方針として具体的なところを３月の定例教育委員会でお示ししたいと思っていま

す。それをもとに４月に開催される校長会に、２１世紀プランと併せて具体的な課題と指導の重点を

示すことになります。資料につきましては、本日学校長あてに郵送したいと思っていますし、来年度

になっても再度お渡ししたいと考えております。

【井上委員長】議案第４２号につきまして、ご承認いただけますか。

【各委員】はい。

7協議事項

①学校危機管理マニュアル作成の手引（素案）について（資料３）

【教育政策課長】２３ページ、資料３をご覧ください。平成２４年度に各学校の危機管理マニュアル

を集約し、点検を行いました。今回、マニュアル見直しのための手引の素案を作成しましたので、本

日提示させていただき、いただいたご意見を反映させて最終版を作りあげたいと考えております。

以下、資料３参照。議事録なし。（▲８分２１秒）

【井上委員長】３月中にもう一度協議する場を設けるとのことですので、本日意見として出なかっ

た部分も出すことができますｂご意見ご質問がございますか。

臥芳教育長】例えば、今、環境問題がいろいろ出てきています。児童生徒の健康被害の恐れが生

じた場合の対応について、新しい中身として今後出てくるのではないかと思っておりますので、逐次

この中に盛りこみたいと思います。

【井上委員長】最近はＰＭ２５などの問題が出ておりますし、２年前の東日本大震災以来、危機

管理マニュアルの重要性も問われています。

【川上委員】個別に考えると大変重たく、それぞれに応じていろいろなことを考えなくてはいけ

ませんので、私が言おうとしていることが十分かどうか分かりませんけれど、まず項目の選び方につ

いて、教育政策課長の説明では最低限必要なものを学校に示されるということですので、それはやは

り委員会として行うべきことだと思いますb他の事案に関しては、すでに危機管理マニュアルを用意

されている学校もありますので､校長会等を通してこの手引を示されると思いますが､委員会として、

他の項目に関してもマニュアルを持っている学校の情報を一緒に流して、学校のそれぞれ判断で最低

必要な項目以外の項目についても盛り込みたいと思われたら、情報が取れるような状態を作っていた

だきたいです。

【井上委員長】２３ページの表は学校に配布するのですか。

【教育政策課長】はい。自分の学校がどういう状況にあるのかを把握するのに有効だと思います。

【井上委員長】この表を見て、他校にある項目を参考にしたいというケースも当然出てくると思い

ます。
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【教育政策課長】例として、データ化して見られる状態にしておけば良いのではないかと思いますｂ

膨大な量になりますので、項目ごとに１，２例のデータを取り出せるような形にしたいと考えていま

す。ミライムというグループウェアを活用できないか検討したいと思います。

【川上委員】そうすれば各学校はたやすく情報を得ることができますので、マニュアル作成の参

考になるのではないかと思いますｂ

【中岡委員】全体的なところで、保護者への対応を含めて校長が各関係機関との連絡、連携等を

行うことになりますが、コミュニティと連携したり協力を依頼したりする場面が非常に多く出てくる

と思われますbそのあたりは２９ページの体制にも当てはまっていく内容だと考えますので、ここに

地域との関係を出していただければと思います。学校の教職員だけではとても難しいところがありま

すので、地域との連携について記載する必要があるのではないでしょうか。

【教育政策課長】平常の学校運営におきましても、地域との連携は非常に重要な部分です。普段から

見守り活動等も担っていただいておりますので、危機発生時にも支援いただくことが必要になると思

いますｂその点については、手引に盛り込みたいと思います．

【平田委員】マニュアルの作成は良いことですが、日々の中でマニュアルの内容が生かされて、

危機発生時に即対応できる体制がなければならないと思います。誰でも簡単に見ることができ、即対

応できるようなマニュアルのあり方も大事ではないかと思います。

【教育政策課長】各学校に配置しているマニュアルを見ますと、危機発生時に誰がどのように動くの

かを整理して対応を詳しく書いた図式等があります。それはそのまま使用していただき、より分かり

やすくして活用いただくよう学校には十分に伝えていきたいと思いますｂ

【井上委員長】マニュアルを作成して終わりではなく、その内容について学校内で講習会を開いた

り申し合わせをしたりしているのですか。

縢躯轍鞠尊蝉】はい。どの機関に誰が連絡するのかを職員室内に大きく掲示して内容を必ず確認し

ています６マニュアルというよりも、図を見て一目でわかるよう、管理職を中心に日頃からチェック

しています。

【川上委員】５４ページ、事例５として危機発生時の学校の対応例が書かれています６２（１）

事実関係の把握では、体罰が行われてどこからか情報が入り、まず体罰をされた児童生徒に事情聴取

をするとなっていますが、体罰を行った先生にはその認識があると思いますので、その前にご本人か

らの報告があってしかるべきではないかと思います。

【教育政策課長】最初の動きとして、本人からの報告、あるいは管理職による状況把握がありますの

で、その部分を記載したいと思います。

【川上委員】あってはならないことで、やはりご本人は申告すべきだと思いますので、そこはは

っきりとしていただきたいです｡このマニュアルに記載されていないことで心配しているのは、報道

後の対応についてです。インターネット等によって不確かな情報が流出する可能性もあります６天変

地異などではほとんどないと思いますが、いじめ、体罰や自殺などの場合に、こちらから提供した情
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報ではないのに、関係者の名前など個人情報が流出して、被害者が個人レベルで対応するだけでは足

りないことがあるのではないかという心配があります。例えば悪質な書き込みに対して除去できるよ

うな支援を用意しておくなど、委員会として専門家が対応にあたるような体制をある程度考えておか

なくてはいけないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

【教育政策課長】インターネットの対応は非常に難しい部分がありまして、例えば個人名を出した書

き込みをされた場合には、まず本人が書き込まれたサイトの管理者に対して権利が侵害されているか

ら消してほしいという申し入れを行うことが必要です。これは必ず本人が行わなければならず、行政

が申し出てもサイト側は受け付けません。また、削除の時期もサイトの運営側の事情によりまして、

すぐに消してもらえる場合もあれば１週間程度かかる場合もあります｡それでも対応ができなければ、

警察に被害届を出したり、消費者センター等に相談をしたりして対応するというのが現実の動きにな

ります６いくらチェックをして載っていることが分かっても、こちら側ではどうしても消せない状況

があります。今後はいろいろな対応がさらに必要になってくると思いますが、法的な部分も含めてな

かなか難しい現状があります。

【川上委員】例えば、その場合の対応方法について情報提供することは可能ですか。

【教育政策課長】はい。

【川上委員】書き込みが学校や教育委員会に関するものであれば、対応できますか。

【教育政策課長】はい。教育委員会でも専門の職員がチェックに当たっていますが、すべてを拾いあ

げることは不可能で、頭の痛いところです。

【川上委員】マニュアルに入れられないのですが、保護者も発信できますし、子どもも持ってい

ますから、配慮が必要だと考えますｂ対応方法等についての情報を発信するときも、情報の使い方な

どを含めた話をある程度日常的にしておく必要があるのではないかと思います。

【井上委員長】他にございませんか。３月１８日に予定している臨時教育委員会でも意見を言うこ

とができますので、もう少し細部まで見ていただきましてご指摘等があればお願いします。

８報告事項

①行政報告（資料４）

【久芳教育長】本年度長期派遣研修員として派遣している３人の先生方の近況報告会がございまし

た。２月６日の福岡教育大学附属福岡小学校、２月８日の福岡県教育センター、２月１９日の教職大

学院の研修報告会でそれぞれの成長した姿を見せていただき、大変頼もしく感じました。福岡小学校

の若杉先生は、今年１年間ということで、４月から現場に戻っていただくことになります。教職大学

院には河東小学校の井内先生が行ってありまして､１年間の中間報告ということでお話を聞きました。

今、学校現場で課題になっている支援を要する子どもたちの援助体制をどのように作っていくのかと

いう研究でございますけれど、非常に興味深い研究でございました。これからの研究に期待を持てる

内容でした。２月１５日に開催された管内教育長会では、後ほど詳しく報告がありますが、体罰に関
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する実態把握の調査についてお話がありました。国、県から調査依頼がきておりますが、あまり時間

がない中での調査になりますので、調査趣旨の確認や調査の具体的な方法等についていろいろな議論

が交わされたところです。情報提供が１件ありまして、福岡教育事務所が取り組んでおります全国学

力学習実態調査への対応について、朝日新聞から取材を受けているそうです。簡単に言いますと、い

わゆる試験勉強ではないのかということで、福岡教育事務所では、長期に渡って対策を講じており、

いわゆる受験対策のようなものではないという趣旨のお答えをしたということでした。２月１９日に

下村文部科学大臣に記者会見で質問があっております6資料がありますので､読ませていただきます。

「全国学力調査において、福岡県教育委員会の幾つかの教育事務所が事前対策のようなものをするよ

うに各小学校に指示していたということが分かった。事前対策だとすれば軒公平性や信頼性を揺るが

しかねないということになるが、所見を。」という質問に対して、大臣は、「全国学力テストをこれ

から悉皆調査をするということを決定いたしました。それぞれの学校や教育委員会が、ぜひこの全国

学力テストは有効活用していただきたいと思いますし、文部科学省でもこれに沿った指導カリキュラ

ム、テスト等いろんな資料を提供しておりますから、それぞれの自治体で事前のそれに応じた準備を

されるということは、これは前向きな対応であるというふうに思います。」と明確に回答されていま

す。さらに「テストの前に、直前に何か既存の授業をつぶして準備をするということであれば問題だ

と思いますが、福岡はそういうことではなくて、かなりこれから長期的な検討、対応をしていくとい

うことですから、それはそれで、それぞれの自治体が取り組むということは、それぞれの自治体につ

いて、ぜひ直前の何か得点を上げるテストということでなければ積極的に活用、対応していただきた

いと思います。」というお答えがあっていますので、参考までにお知らせします。

②後援報告（資料５）議事録なし。

③宗像市文化財保護事業補助金交付要綱について（当日配布資料）

陶土批学鮫繍長】当日配布資料参照。議事録なし。（▲６分１４秒）

④平成２４年度宗像市立小中学校卒業式及び平成２５年度宗像市立小中学校入学式への出席につ

いて（資料６）

【教育政策課長】７３ページ、資料６をご覧ください。平成２４年度卒業式および平成２５年度入学

式の割り振りをさせていただいておりますので､よろしくお願いします｡訂正を２箇所お願いします。

自由ヶ丘南小学校の卒業式の出席者は、谷井市長と政策係長になっていますが、政策係長を図書課長

に訂正してください。同じく日の里西小学校の入学式への出席者になっている学務係長を図書課長に

訂正してください。
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⑤平成２４年度インフルエンザ様疾患の発生に伴う学校（学年・学級）閉鎖状況について

（資料７）

【教育政策課長】資料７参照。議事録なし。（▲４０秒）

⑥平成２５年度宗像市立学校の児童生徒・学級数（推計）について（資料８）

【教育政策課長】資料８参照。議事録なし。（▲２分２４秒）

⑦宗像市体育協会の一般社団法人化について（資料なし）

【市民活動推麟長】市の体育協会の法人化につきましては、４年前に市民体育館等のスポーツ施設の指

定管理において社会的な信用性を高めるためにも法人格をぜひ取得いただきたいというご意見が教育

委員会から出ておりましたが、本年の４月１日をもって一般社団法人宗像市体育協会になる見込みで

ございます。

⑧体罰の実態把握について（資料９）

【教育政策課長】資料９参照。議事録なし。（▲７分３０秒）

⑨新市市政１０周年記念事業～むなかた次世代リーダー養成塾（仮称）～実施案について

（資料１０）

【市民活動交流室長】資料１０参照。議事録なし。（▲２分１５秒）

⑩２月学校の日について（資料１１）

【久芳教育長】福岡県教育センター研究発表会と地区別教育長会がございましたので、この日は学

校を訪れておりません。

【川上委員】自由ヶ丘小学校と河東小学校を訪問しました。自由ヶ丘小学校では、雪が非常に激

しく降る中、保護者の皆さんが来られていて教育に対する関心の高さに驚かされました。学級活動の

公開授業で各クラスを拝見させていただきましたが、どの授業においても教材の工夫がなされていま

した。子どもたちも大変集中しており、明るい学級活動が行われておりました。支援を要するお子さ

んが各クラスの中に割と多くいらっしゃるのですが、授業を拝見する限り、ほとんど目立たず、先生

方が細かな配慮をされていて落ち着いた学習環境にあると感じました。１つ印象に残ったのは、赤ち

ゃんがおなかの中でどのように育っていくのかという題材を使って、命の大切さを学んでいた２年生

のクラスで、若い先生が見に来られていたお母さんにお話をふられて、お母さんの生の声を子どもた

ちに聞かせていました。子どもたちの目がとても生き生きと輝いており、非常にうれしそうにしてい

たのが印象的で、先生のその場の判断が素晴らしいと思いました。河東小学校には昼休みに伺いまし

て、いつもはありえないことですが、職員室に通されまして、そこにいらっしゃる先生を交えてお話
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する機会がありました。職員室が大変明るくて、先生方が明るい気持ちでスムーズに情報交換できる

場所になっていると感じました｡校長先生も気がつかれたことをすぐに先生方に伝えられていました。

学級活動がその前にあっていたのですが、－人の先生がちょうど来られたときに、どういう授業を行

って子どもたちの様子がどうだったのかを聞かれて、ご自分の所感を述べておられました。それまで

少し荒れたクラスだったのですが、子どもたちが自分の意見を言えるようになって、クラスのまとま

りが出てきたとおっしゃっていました。先生は、「もっと高みを目指しています」「もっと鍛えて６年

生にしたいです」というお話をされていて、とても感動いたしました。校長先生が細かな心づかいを

されていることで、先生方が同じ方向を向いて明るく取り組まれる環境が生まれているのではないか

と思いました。

【平田委員】８日に吉武小学校、城山中学校、自由ケ丘小学校を訪問し、９日に地島小学校の文

化祭に行かせていただきました。吉武小学校は、学習環境がとても良い空気を感じました。全クラス

で、学習規律がしっかりできており、子どもたちは非常に落ち着いておりました。１年生は書写の授

業でとてもきれいな字を書いておりました。深見先生のお母さまが陶芸をされるということで、１年

生のクラスでは陶芸教室のような取組みをされていて、その写真がありましたが、陶芸家さながらに

一生懸命に取り組む子どもの姿が写真に表れていました。２年生のクラスでは、しっかり考えられて

いる授業がなされておりました。３年生はいろいろなジャンルの詩をノートに写した後に自分の詩を

書いていましたが、とても良い詩ができておりました。１学期に少し不安定な感じがあった６年生も

とても安定していました。赤間西小学校、赤間小学校と小小交流がありましたが、赤間小学校との交

流のときは、少し引いた感じの面が見えたということでした。吉武小学校でも次年度にＩＣＴを導入

したいと校長先生がおっしゃっていました。城山中学校では、３年生が横向きに座って話しているな

ど、ざわついて落ち着きのない様子が伺えました。１年生と２年生は、とても落ち着いており、集中

していました。校長先生にお聞きしましたところ、３年生は３割の進路が決定していて、そういった

中で落ち着きのない状態があるのではないかということでした。学校適応指導教室に通室している生

徒の進路も決まり､ほっとしているとおっしゃっていました｡体育か何かの授業で移動しているのに、

鍵がかかっていないクラスがありました｡自由ヶ丘小学校の子どもたちは大変落ち着いておりました。

地島小学校の文化祭では、子どもたちがとても元気で輝いている印象を受けました。地域を元気にし

ている学校だと感じました。三線、けん玉、ピアノ、手品、リコーダーＭ縄跳び、理科の実験など、

本当に１人１人が主役となって輝いており、とても良い文化祭だと思わせていただきました。幼稚園

の子どもたちのダンスや劇もとても上手でした。

【中岡委員】玄海中学校､河東中学校､城山中学校を訪問しました｡玄海中学校の生徒の様子は、

かなり変わったというところまではいかないものの、授業中の生徒と先生方の関係がかなり良い状況

になっているのではないかと感じました。授業に集中していない数人の生徒の姿も見受けられました

ので、さらに学習の基盤づくり、指導に努めてもらいたいと感じたところです。図書室で図書司書と

お話をしました。４月から新校舎になって小中学校の児童生徒が一緒に図書室を利用することになり

９



ますが、図書司書が１人しかいないため、週３日か４日の勤務に若干不安を感じているということで

した。小中学校の子どもたちが一緒になって良い方向に進むことが考えられるのではないかという話

もしましたが、不安はあるということでした。河東中学校では寸廊下から授業を見て回り、教室の中

に入ることはありませんでしたが、外にいる私を気にする子どもたちの姿が多く、もう少し授業に集

中してほしいと思いました。３年生は面接の研修を受けていました。城山中学校では、生徒がよくあ

いさつをしてくれました。休み時間も、チャイムが鳴る５分前にどの学年の先生方も廊下に出てあっ

て、子どもたちの様子を見ながら指導を行っていました。そのような姿から子どもたちをしっかり育

てていこうという先生方の熱意を感じました。学校の日だけではなく、日常でもそのような状態だと

いうことですので、先生方の気持ちが非常に良いと思ったところです。社会科が特に多かったのです

が、視聴覚機器、特にモニターを使って授業を行っている姿がありました。校長先生とお話をさせて

いただきましたが、先生方も視聴覚機器をしっかり使っていこうという気持ちを持って活用しておら

れるとのことでした｡．

【井上委員長】河東西小学校と玄海中学校を訪問しました。河東西小学校では、この日は道徳の一

斉公開授業で東京から招いた小笠原流礼法の鈴木万亀子総師範の講話をすべての学年の子どもたちが

体育館に集まって熱心に聞き入っておりました。正しいお辞儀やあいさつの仕方について実演を交え

て話されておりました。これは、ＮＰＯ法人「マナーキッズプロジェクト」による事業の一貫として

行われており、日本の伝統的な礼法を体験し、知･徳・体のバランスのよい子を育てるのが目的だそ

うです。特に、品川区では熱心に取り組まれているとのことでした。この日は、高学年の５，６年生

にはテニス教室を通して礼法を学ぶということで、関係した指導者もたくさん来られて、体育館で実

践されておりました。また、この日は６年生が３月２日のスピーチコンテストに向けて代表を選ぶ予

選会を６校時の国語の時間に実施するとのことで、校長先生の顔はうれしさに満ちあふれておりまし

た。玄海中学校では、先ほどありました中岡委員のお話と同じような感想を持ちました。３年生の授

業では、入試に向けてそれぞれの教科で問題集に取り組んでおりました｡中には机にうつ伏せしてい

る生徒の姿も若干見られましたが、比較的静かな授業で安心しました。校長先生の話では、生徒は落

ち着いてきているので、今はいかに学力を上げるかを考えているとのことでした。

⑪小中一貫教育について

【鮪鵬註鮒辮】資料１２参照。

【西島指導主事】資料１２参照。

(資料１２）

議事録なし。（▲１分４２秒）

議事録なし。（▲４分)。

⑫その他

【教育政策課長】

【井上委員長】

【教育政策課長】

今年度の職場体験事業のまとめができましたので、配布しております。

毎年この報告書は出しているのですか。

はい。
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【井上委員長】これは図書館に置いていますか。

【教育政策課長】確認しておきます。

【井上委員長】ニュージーランドへの派遣研修の活動報告書なども、できるだけ市民に見ていただ

けるように図書館などに置いていただきたいと思います。

【子ども部長】現場だけではなく広げることも大事ですので確認いたします。

【市民活動交流室長】お手元にチラシをお配りしています。３月９日と１０日に第４回市民活動交流まつ

り「メイトム春まつり」が開催されます。９日は午後３時から午後８時３０分まで、１０日は午前１

０時から午後３時までとなっております。４回目を迎えてかなり内容が充実してきており、いろいろ

なイベントがあります｡特に､市民活動の現場を知るということで､宗像市の初任層職員研修として、

コミュニティ運営協議会等で市民活動の実践に取り組んでいるところですが、９日の１５時からのく

るま座ミーティングでは新３年生職員によるコミュニティ現場研修の事例発表を行う予定です。その

他にもいろいろございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。併せまして、市民学習ネットワ

ークの学習発表会を宗像ユリックスにて同時開催します。教育委員の皆さんには事前にご案内を差し

上げておりますので、そちらにもご参加いただければと思います。よろしくお願いします６

【教育政策課長】平成２５年度定例教育委員会の日程表案をお配りしております。主な行事について

は調整を図っておりますが、今回初めてお示ししますので、何か不都合等がございましたら、後ほど

ご連絡いただきたいと思います。また、平成２５年度全国・九州・福岡県連絡協議会等による会議と

研修会について情報が入りましたので、一覧を作成して配布しております。

【井上委員長】他になければ、次回の定例教育委員会は、３月２２日金曜日の午後２時から３０４

会議室にて開催します。また、３月１８日月曜日の午前９時半から２０２会議室にて臨時教育委員会

を開催する予定ですので、出席をお願いします。本日は長時間ありがとうございました。

次回開催予定日３月２２日（金）午後２時00分開始

平成２女-年フ肌旦日

秤

いＩ仁耒計
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