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平成 26 年 第 10 回 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 定例定例定例定例会会会会 議事議事議事議事録録録録 招 集 日 時 平成 26年 7月 23 日（金曜日） 午後 1時 30 分開会／午後 2時 30分閉会 招 集 場 所 加賀市市民会館 2階 第 7会議室 出 席 委 員 上田政憲、酒谷百合子、畑中直子、中西修一、山下修平 会議列席者 掛山事務局長、網谷次長兼学校指導課長、梶谷教育庶務課長、西出生涯学習課長、中田スポーツ課長、田嶋文化財保護課長、矢嶋中央図書館長、柏田山中図書館長、中矢地域振興部次長、 宮下観光交流課長、米屋教育庶務課長補佐 
 上田委員長       上田委員長   全委員 上田委員長      上田委員長           上田委員長  

平成 26 年第 10回教育委員会定例会開会宣言 挨拶 審議事項に入りたいと思います。議案第43号について、田嶋課長お願いします。  ■ 議案第 43号 加賀市文化財の指定について 田嶋課長 資料に基づき説明  これにつきまして、何かご質問ございませんか。 前回質問も出ましたので、特にないのかと思います。ただ今の文化財の指定について、承認なさる方は挙手をお願いいたします。 全員挙手 ありがとうございます。全員一致で承認となりました。審議事項は 1 件だけですので、次の報告案件に移りたいと思います。  ■ 報告第24号 第 1回加賀市学校適正規模検討委員会の開催結果について 網谷次長 資料に基づき説明  6 月 23 日に行われました、第 1 回学校適正規模検討委員会の内容について説明がございました。これについて、お聞きになりたいことはございませんか。 初回ですので、委員の方々に実情を知っていただくための説明が多かったですね。これはもちろん私どもも存じ上げていることばかりですから、それほど質問はないかもしれません。こうして委員を引き受けていただいたわけですから、適正化に向けた動きが順調に進んでいくことを期待したいと思います。これでよろしいでしょうか。それでは報告第 25号について、網谷次長お願いします。  ■ 報告第 25号 新任 加賀市 ALT（外国語指導助手）について 網谷次長 資料に基づき説明  ALT が交代するということで、新しく QUAIN JAMES という男性が来ることになったようです。これにつきまして、何かお聞きになりたいことはございませんか。 
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1 つ教えてください。担当学校として下に書かれていますが、小学校全部じゃないですね。中学校は 6校ありますよね。 この 2 人の方が市内の学校全てを担当しているわけではございません。この 2 人以外にもう 1 人、県と掛け持ちでいらしている方もいて、その他に日本人の方に指導助手というかたちで 2 名入っていただいております。加賀市教育委員会の学校指導課に籍をおいて活動している方がこの 2名です。 他に何かございませんか。はい、酒谷委員。 1 年ごとの契約ですか。 基本的には 1 年です。本人の希望または指導の内容によって、継続していくという手続きがなされております。以上です。 もう一つ聞きたいのですが、QUAIN JAMES さんが加賀市の ALT として採用されるのはいつからですか。 お仕事は 2 学期から早々にしていただきます。来る日はちょっと忘れましたが、夏休みの 8月中に来ましたら、2学期を迎えるにあたって、担当する学校の英語担当教師と打ち合わせをする会がありまして、2 学期に備えるということになっております。 おそらくかどうかわかりませんが、初めて日本に来られるということになると、日本語がまだ片言かもしれませんね。初めは学校指導課も大変な思いをされるかなと思います。他にありませんか。 いいですか。この方達は自分で希望されて、いらっしゃるんですか。 そうです。外国の方で、ある程度成績や学歴がある方を対象に、日本の国で語学または外国の文化を知るとか、広めたいという思いのある方が、JETプログラムというところに所属しておりまして、そちらから推薦を受けてこちらに派遣されてくるという段取りになっております。 良い方が来るといいですね。それでは、報告第 26号について、網谷次長お願いします。  ■ 報告第 26号 平成 26 年度石川県基礎学力調査の結果について 網谷次長 資料に基づき説明  ただ今、今年度の県独自で行っております、基礎学力調査の結果について説明がございました。これにつきまして、お聞きになりたいことがございましたらお願いします。今のところ順調に小学校は平均を上回っていて、中学校は近づいているということでした。 少し補足させていただきます。今日の午前中ですが、時間をずらして各学校の校長先生に来ていただいて、教育長の方からその結果についてヒアリングを行ったわけですけども、そんな中で、今ほど申しましたように、小学校では初めて県平均を 4年、6 年ともに上回りまして、19 市町の中でも順番から言えば、真中より上位に入っております。中学校も 19市町中、本当に下位の方に位置していた状態から、今回
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は平均とまではいきませんけれども、だいぶ近づいた結果になっておりまして、小学校、中学校ともに学力向上策が実ってきたなということで、本日、各学校の校長先生方にその結果をお伝えしたら、自分たちの職員の取り組みによって成果が出たことを大変喜んで帰っております。また明日、校長会がございますので、教育長の方から激励の言葉をかけていただくことになります。いよいよこの 8 月下旬には、全国学力・学習状況調査の結果がまいりますので、その際にはもうちょっと詳しい資料をお見せすることができるかと思いますので、ご報告をしておきます。以上です。 このテスト自体は、公表するとかしないとかはないんでしょうか。 公表すると報道で取り上げたものについては、全国学力・学習状況調査のみでありまして、こちらの県の基礎学力調査については公表することになっておりません。補足しますと、実はこの県の基礎学力調査は、例えば 6年生で 3クラスあれば、3クラス全員を調査するのではなくて、抽出して調査しておりますので、表れた数字が全員を対象としたものではないということもありまして、この基礎学力調査については、全国学力・学習状況調査とは別の物として考えていきたいと思っております。 科目の方も全国と比較して違う科目を実施していますから、そんな意味でも公表に値するのかどうかも難しい部分があるんでしょうね。 網谷次長から説明がありましたけども、小学 4年生、6年生、中学 3年生、どの学年も 19市町の中で比較してみますと、過去最高の成績であったということで、非常に喜んでおります。 これは市全体の数字ですね。学校別の数字というのは把握しておられるんですね。 はい、把握しております。その結果を今日、各学校に知らせております。 抽出の仕方というのは、ランダムに選んでいるんですか。 県から指定がありまして、こちらからこの学級というのではなくて、あくまでも県が抽出をして指定をしてくるということであります。 抽出なんですが、全体の学校の何％くらいが受けているんですか。 まず、4年生と 6年生それぞれ一クラスの学級は全員受けています。あとは複数のクラス、例えば 1組と 2組があるとか、山代のように 4組まであるうちの 1組とか、そういった抽出の仕方になっております。各学校一クラスです。 わかりました。よろしいでしょうか。報告案件が終わりましたので、その他にまいりたいと思います。その他(1)について、中矢地域振興部次長お願いします。  ■ その他(1) 九谷焼原画選抜小学生イラストコンクールの審査結果について 中矢次長 資料に基づき説明  例年行っております、九谷焼原画選抜小学生イラストコンクールについてご報告がありました。これについて、お聞きになりたいことはございませんか。 毎年やってらっしゃるから、市内の小学生にしても、もちろん皆さん知っておいで
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るわけですね。学校によって参加人数にばらつきがあるということは起こりえますね。 ご案内の方は、毎年同じようにさせていただいております。あとは担当の先生やご家庭で、積極的に取り組まれている先生や親御さんがおられるところは一生懸命書いておられます。お一人最高 5枚まで応募できますので、5枚いっぱい応募される方もおられます。仙台とか他府県の方々は、そちらにポスターを配布しているわけでもないですし、ホームページです。これは毎回聞くんですけども、九谷焼美術館のホームページ上でそれを知って、応募しているというお返事がありまして、今回一番遠いところは仙台ですね。静岡、東京、大阪からもホームページで情報を知って応募されています。 ありがとうございます。さすがに最優秀賞になると、九谷焼らしい感じがありますね。 とても素敵な作品になっております。ぜひできたら見に来てください。 他になければ次に参ります。その他(2)について、宮下観光交流課長お願いします。  ■ その他(2)  加賀藩お抱え絵師 佐々木泉景展の開催について 宮下課長 資料に基づき説明  初めて知ったわけなんですけども、普段は歴史博物館にこの絵が保管されているということなんですね。金沢まで行かなくても、この期間であれば加賀市美術館で見ることができるということですね。これについて、何かお聞きになりたいことはございませんか。 少しお話をしてもいいでしょうか。25 年前に企画をして、大聖寺で展示したのは私です。そのとき以来の展示です。この群鹿図屏風というのは、金塗りに鹿が描かれておりまして、これは佐々木泉景の厳選する作品の中でも飛び抜けて一番の作品だと大変評価が高いものです。これが伝わっていたのが実性院です。しかしながら、これだけのものをお寺さんで保存するのはいかがなものかということで、現在は確か県立美術館の方に預けられているということです。今回、加賀市まで持ってきて陳列するということで、これ自体が 25年ぶりです。普段はおそらく県立美術館でもあまり飾りませんので、なかなか見る機会が少ないものです。それからここにもありますように、長い間陳列できないものですから、前期と後期に分かれておりまして、途中で貴重なものは展示替えをなさるようです。大聖寺の願成寺さんがお持ちの六歌仙図屏風も、おそらく 25 年ぶりです。これは銀箔の上に六歌仙の人物を描いた、大変迫力のある１枚です。その他は県立歴史博物館が購入された作品を中心にして、展示をされるというように聞いております。ちなみに佐々木泉景は大聖寺永町出身です。生家がわかっておりまして、今の久藤病院さんの真向いの八百屋さんのところに染物屋さんが 3 軒並んでいたようで、その中の問屋と呼ばれたところが佐々木泉景の生家で、まさに大聖寺出身ということでございます。 この PRについては、25 年ぶりということであれば、かなり力を入れて PRしないと
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いけないという気もしておりますが、いかがでしょうか。 お手元にございますチラシなどもございますし、あとはポスター等を作成しまして、関係部署には配布して PRしております。 はい、ありがとうございます。他にございませんか。 すみません、実性院、全昌寺、願成寺所蔵のものというのは、全部こちらの歴史博物館にあるんですか。 実性院の群鹿図屏風は県の美術館に普段保管されていますが、全昌寺さんとか願成寺さんのものは、基本的にはそのお寺に保管しているものをお借りして、展示されます。その他の屏風は寄附されたり、購入した屏風もありますし、屏風だけではなくて掛け軸とか、そういうものも出品されます。 美術に明るい方は皆さんお勧めのようですので、委員の方々も一度はぜひご覧になられるといいと思います。次に参りたいと思います。その他(3)について、これも宮下課長お願いします。  ■ その他(3)  第 28 回全国北前船セミナーの開催について 宮下課長 資料に基づき説明  ありがとうございます。毎年開催されているようですけども、学術的なレベルが高い会合みたいですね。何かお聞きになりたいことはございませんか。 いいですか。毎年開催されているものと書いてありますけども、加賀市でするのは初めてなんですか。 私は加賀市でやっているという認識なんですけども。 はい。 田嶋課長お願いします。 これは第1回からずっと加賀市でやっております。毎年やっておりまして、今年で28回目ということです。ただ、10回までやった後に数年間空白がありまして、一旦絶えたんですけども、その後で全国からぜひ再開してほしいという声があって、確か4、5年の間空いたと思いますが、また復活しまして、それから28回まで続いております。最初は北前船の里資料館がオープンした翌年から始まっております。 ありがとうございます。そういう由緒のあるものであります。これは一般の方も発表を聞くというかたちで参加できるんですか。 一般の方も参加できます。ただ、実行委員会の方に申し込みをする必要がありますけど、それは観光交流課の方で申し込みはできるんですね。 はい。 市民の方も結構参加されていますので、委員の方々も興味がありましたら、ぜひ申し込みをしていただければと思います。 はい、ありがとうございます。 若い方なんかも参加されるんでしょうか。 やはり全国からいらっしゃる方の中では、学生さんがいらっしゃるということもあ
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りますし、毎年そういうのは変わるので今年はどうなるかわかりませんけども、年配の方が多いことは確かです。わずかですけども学生さんや20代の方ですとか、中には北前船主の子孫だという方で若い方が参加されたこともありますし、いろんな方がいらっしゃいます。参加される方は決して研究者、あるいは学校関係とか文化財関係だけではなくて、民間で興味を持たれて申し込まれる方が全国から非常にたくさんございますので、いろんな方に参加していただいております。 北前船ということで結構知名度が高いですから、全国から集まっていらっしゃるんですね。ぜひ成功していただきたいと思います。よろしいでしょうか。その他、何かございますか。 特にないようですので、次回日程についてお願いします。 それでは、28日に小学校の教科書採択がございます。12ページにも書いてあるんですけども、28日の月曜日、午前9時から午後6時までとここには書いてありますが、ここまでかかる予定はございません。4時頃には終わるかと思います。場所は市民会館2階の第2会議室で行います。それが臨時会でございます。これは関係課だけの出席というかたちをとらせていただきます。その後の定例会なんですけども、8月19日の午後1時半でどうでしょうか。 では、8月の定例会は8月19日火曜日午後1時半からということで、ご予定お願いします。 場所はまたご連絡いたします。 では、以上で第10回加賀市教育委員会定例会を終わります。お疲れ様でした。  以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 
 


