
中野区教育委員会会議録 平成２６年第１３回定例会 

 

○開会日 平成２６年５月２日（金） 
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○傍聴者数 ５人 

 

○議事日程 

〔議決案件〕 

（１）第１６号議案 中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員の決定 

〔報告事項〕 

（１） 委員長、委員、教育長報告事項 

（２）事務局報告事項 
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午前１０時００分開会 

小林委員長 

 おはようございます。 

 教育委員会第 13 回定例会を開会いたします。 

 本日の委員の出席状況は、全員出席です。 

 本日の会議録署名委員は、田辺教育長にお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりです。 

 さて、ことしも、節電等の取組の必要から、５月から 10 月まで、クールビズ期間とされ

ております。 

 したがいまして、教育委員会の会議におきましても、クールビズ期間中は、暑さをしの

ぎやすい軽装で出席することにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ここで、お諮りいたします。 

 本日の議決案件、「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員の決定」については、

非公開での審議を予定しています。 

 したがいまして、日程の順序を変更し、議決案件を日程の最後に行いたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小林委員長 

 ご異議ありませんので、日程の順序を変更し、議決案件、「中野区立小学校教科用図書選

定調査委員会委員の決定」を日程の最後に行うことに決定いたします。 

 それでは、日程に入ります。 

＜報告事項＞ 

＜委員長、委員、教育長報告＞ 

小林委員長 

 まず、委員長、委員、教育長報告です。 

 ４月 25 日の第 12 回定例会以降の委員の活動について、各委員から報告がありましたら

お願いいたします。それでは、渡邉委員よりお願いします。 

渡邉委員 

 特にございません。 

大島委員 
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 特にございません。 

小林委員長 

 高木委員、お願いします。 

高木委員 

 ４月 26 日の土曜日に、中野中学校の学校公開がありましたので行ってまいりました。 

 中野中学校は 4 月に移転をしました新校舎です。以前、校舎がほぼほぼ完成のときに教

育委員で視察に行ったのですけれども、そのときには校庭もまだ未完成で、内装も工事を

やっている状況でしたので、イメージがわかなかったのですが、今回校庭のほうの工事も

完了して、一通り授業風景も含めて見ることができました。 

 人工芝は、走り回るのはスーツで恥ずかしいのでちょっと踏んだ感じなのですが、砂が

入っていて、人工芝のテニスコートと同じような形ですかね。すごく走りやすかったです。

２校時に３年生が体育をやっていて、男子・女子とも短距離を走っていたので、なかなか

走りやすいのかなと。ちょっと雨が降ってもすぐ乾くような気がしますので、ただ、工事

中は結構広いのかなと思ったのですが、行って見てみると、狭くはないのですけれども周

りが囲まれているので、図面で見たよりは広さを感じなかったですね。 

 教室等に関しては、非常に明るくていいと思ったのですが、１点は、廊下のところがす

りガラスになっていまして、非常に明るいのはいいのですけれども、貼紙ができない。小

学校ではありませんから、たくさんは貼らないのですが、掲示スペースは、廊下側が壁の

中学校に比べると、半分くらいしかないですね。内装のほうも非常にモダンな感じなので

すが、逆に言うと掲示版みたいなのがなくて、大きな階段の横が掲示スペースになってい

ますが、若干掲示スペースについては工夫が必要なのかなと思いました。 

 授業のほうは、２校時がスタートしたぐらいから、３校時の途中まで見させていただい

て、３年生の社会科、これが非常におもしろかったですね。なぜ決まりをつくるのかとい

うことで、教育委員会でも議論したことがあるのですが、なぜ公園でボールを投げてはい

けないか。お年寄り・子育て世代・子どもたち・若い人たち、幾つかの年齢層に分けて、

それぞれの立場で公園でボールを投げてはいけないことのメリット・デメリットを考えさ

せるグループワークをするという形で、非常におもしろいと言いますか、子どもたちがルー

ルを腑に落ちさせるという取組でよかったと思います。 

 ３校時は理科の実験で、花びらを分解していって、おしべ・めしべ・がく・花びらの枚

数を数えていくと。最近、非常にいい顕微鏡で両眼なのです。プレパラートを使わなくて
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も見られるので、私もちょっと見させてもらったのですが、顔が大きいので、生徒の使用

したままだとちょっとよく見えない。いじくっては悪いなと思って「うん、よく見える」

とちょっとうそをついてしまったのですが、子どもたちも非常に真剣にというか、熱心に

取り組んでいました。ただ、私がちょっと不勉強で花の名前がわからなかったので、わか

る人は当てましょうという形だったのですが、中野はあまり自然がないので、お花の名前

がわからない子どもたちがちょっと多かったかなと思います。 

 全般的に、非常に落ち着いていたのと、やはり学校公開ということで、お子さんがいる

人以外も新校舎を見に来ていて、もちろん４月の学校公開なので、１年生の保護者の方が

たくさん来ていて、私も知っている保護者の方に２人ほどお会いしたのですが、にぎわっ

ていました。 

 ５月１日の木曜日には、私どもの国際短期大学で、緑野小学校で英語のモデルティーチ

ングをやっているのですが、それの関係で担当の教員と一緒に訪問しまして、お話をしま

した。 

 少し教室を見せていただいて、１年生の３クラス、１、２、３組さんと、モデルティー

チングをやる４年生の授業を見させていただきました。１年生は入ってまだひと月弱なの

で、なかなか難しいところなのですが、非常におとなしく授業を受けていました。４年生

のほうは図画工作の授業ですね。新学年になったところで、まだクラスのまとまりも途中

だと思うのですが、まじめに授業を受けていて。時間がそれほどとれませんでしたので、

さらっとしか見られませんでしたが、非常に落ち着いた学校生活を送っているなという印

象を持ちました。 

 私からは以上です。 

小林委員長 

 ありがとうございます。 

 田辺教育長。 

教育長 

 特にございません。 

小林委員長 

 ４月 25 日以降の 1 週間というわけではないのですけれども、中野駅北口の中野サンモー

ル商店街で、中野区の中学校の空中ギャラリーが開催されていて、力作が掲示されていま

す。ことしで 17 回ということで、教育委員会も後援をしているわけですけれども、先週、
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私も思わずずっとサンモールを歩いてしまったのですが、各学校とも力作が出展されてい

て、これを準備するのも先生方も大変なのかなという思いもありましたが、やはり中学生

の頑張っている部分を作品として区民にアピールするというのは、非常に大事なことかな

と思いました。 

 もちろん、こういった美術だけではなく、さまざまな形で工夫して、学習の成果を発表

しているわけですけれども、こういう機会に改めて私たちも、中学生、場合によっては小

学生の力をいろいろなところでアピールする、そういう機会を設けていければなと改めて

感じました。 

 それでは、ほかに報告につきましてよろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

＜事務局報告＞ 

小林委員長 

 それでは、事務局からの報告事項があればお願いいたします。 

副参事（子ども教育施設担当） 

 私のほうから、中野中学校校庭整備工事の完了についてご報告させていただきます。 

 先ほど高木委員からお話がございましたけれども、校庭整備工事の完了に伴いまして、

４月 25 日引き渡しを受けてございます。 

 簡単ではございますが、報告は以上のとおりでございます。 

小林委員長 

 ただいまの報告につきまして、質問等、ご発言がありましたらお願いいたします。 

教育長 

 この校庭整備工事をもちまして、中野中学校の新設といいますか、工事は全部完了して

おりまして、高木委員から先ほどご紹介いただいたように、４月から順調に子どもたちの

学校生活が始まっているということです。 

 機会がございましたら、ぜひ委員の皆さまも視察していただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

小林委員長 

 私も以前この委員会で、こういった工事、特に外構も含めて、延びたりとか、教育活動

に支障がないようにということで、お願いをいたしましたけれども、滞りなく進展したと

いうことで大変よかったと思います。先ほどの高木委員からの報告で、大分イメージがわ
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いてきましたが、また機会がありましたら、ぜひ私どもも訪問してみたいなと考えており

ます。 

 そのほかに、報告事項はございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

＜議決案件＞ 

小林委員長 

 では、続きまして、議決案件、第 16 号議案「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会

委員の決定」を上程いたします。 

 ここで、お諮りいたします。 

 本件は人事案件となりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第６

項ただし書の規定に基づき、会議を非公開としたいと思いますが、ご異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小林委員長 

 ご異議ありませんので、非公開とすることを決定いたしました。恐れ入りますが、傍聴

の方はここで会場の外へご退室をお願いいたします。 

（傍聴者退席） 

（以下、非公開） 

（平成２６年第２４回定例会における会議録の公開決定に基づき、個人情報に該当する部

分を除き、以下非公開部分を公開） 

小林委員長 

 それでは、議案の説明をお願いいたします。 

指導室長 

 それでは第 16 号議案、「中野区立小学校教科用図書選定調査委員会委員の決定」につい

てご説明いたします。議案書の裏面をごらんください。 

 規則に基づきまして、学識経験者３名、それから区立学校の校長及び副校長３名、区立

学校の教諭３名、それから過日抽選をしていただきました区立学校に在籍する児童の保護

者３名、公募による区民３名でございます。それぞれにつきまして、第７条の資格条項の

確認が全て済んでございます。 

 この方々に、今年度の小学校教科用図書選定調査委員会の委員をお願いすることでござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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小林委員長 

 ただいま上程中の議案につきまして、質疑がございましたらお願いいたします。 

（発言する者なし） 

小林委員長 

 よろしいでしょうか。では、ほかに質疑がないようですので、質疑を終結したいと思い

ます。 

 それでは、簡易採決の方法により採決を行いたいと思います。 

 ただいま上程中の第 16 号議案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小林委員長 

 ご異議ありませんので、原案のとおり決定をいたしました。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、教育委員会第 13 回定例会を閉じます。 

午前１０時１２分閉会 
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