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平成２４年１０月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年１０月１７日（水） 午後１時３０分から 

 

２ 場  所  鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席委員  岡井敬治，伊藤久仁子，福嶋礼子，下古谷博司，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（幸田至章），教育次長（藏城郁夫），参事（小河謙一），教育総務課長

（冨田佳宏），学校教育課長（井上浩），指導課長（鈴木英文），青少年課長（中道公

子），人権教育課長（篠原政也），教育研究所長（長嶋高之），参事兼文化課長（江藤

昭），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1539号】鈴鹿市教育委員会事務局管理職の任命について 

（教育総務課） 

 

６ 報告事項  

（１）平成２５年度幼稚園児募集結果について          （学校教育課） 

 

７ その他 

（１）平成２５年度「鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱」について 

                               （学校教育課） 

（２）外国人児童生徒教育の進捗状況について          （人権教育課） 

（３）１１月教育委員会定例会の開催について          （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １人 

 

（委員長）それでは，平成２４年１０月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署

名委員は，伊藤委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議

案第１５３９号「鈴鹿市教育委員会事務局管理職の任命について」は人事に関する

案件でありますので，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まして，会議を非公開にいたしたいと存じますが，御異議は

ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（委員長）御異議ないようですので，議案第１５３９号の会議を，全会一致で，非公開

とすることにいたします。それでは，関係者以外の方々の一時退席をお願いします。 

 

《教育委員以外の事務局職員及び傍聴人は一時退室》 

 

議案第１５３９号「鈴鹿市教育委員会事務局管理職の任命について」審議・承認 

 

《教育委員以外の事務局職員及び傍聴人再入室》 

 

（委員長）お待たせをいたしました。ただいまの議案第１５３９号「鈴鹿市教育委員会

事務局管理職の任命について」は原案のとおり承認されました。続きまして，報告

事項に移ります。１番目の「平成２５年度幼稚園児募集結果について」をお願いし

ます。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項の１番目「平成２５年度公立幼稚園児の募集結果」

につきまして御説明申し上げます。９月３日から２１日までの期間，募集を行いま

した結果，平成２５年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項に基づき，１５人程度が開

園の基準となる国府幼稚園から神戸幼稚園までの１７園のうち，石薬師幼稚園，一

ノ宮幼稚園については，それぞれ６人と基準を満たしていませんでしたので，来年

度は休園といたします。なお，このうち石薬師幼稚園は２４年度に引き続き，休園

２年目となります。また，開園の基準が１０人程度となっています，母数が少ない

地域の天名幼稚園から井田川幼稚園の６園につきましては，椿幼稚園が５人，深伊

沢幼稚園が３人，庄内幼稚園が２人，井田川幼稚園が５人と，いずれも基準に達し

ていないことから休園といたします。なお，深伊沢幼稚園につきましては，２４年

度に引き続き２年目の休園となります。井田川幼稚園は，２４年度は開園しました

が，２３年度は休園しておりまして，来年度は２回目の休園となります。庄内幼稚

園については，平成２３年度から３年連続の休園となります。４歳児につきまして

は，旭が丘幼稚園，飯野幼稚園，玉垣幼稚園，神戸幼稚園が定員数を超えておりま

したので，抽選を実施いたしております。以上の結果，平成２５年度は，４歳児で

は９学級２８８人，５歳児では１９学級３６６人となり，２３園中１７園を開園す

ることといたしました。以上，御報告させていただきますので，よろしくお願いい

たします。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）表を見させていただいて，結果として減ってきているということは，全体

の母数が減ってきているということと，私立幼稚園へ通園するお子さんが多いとい
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うように解釈してよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）もともとの地域の母数が減ってきているのは，そのとおりです。私立

幼稚園の人数は把握をしていません。 

 

（福嶋委員）他市や他県に比べて，傾向としては，鈴鹿市ではそのような傾向であると

いうことは把握していますか。 

 

（学校教育課長）公立幼稚園は，応募数のおよそ４分の１が入園していただいており，

結果，４分の１の幼稚園が休園となっています。 

 

（福嶋委員）他県や他市では，行政の取り組み方により，私立へ通うお子さんが多いと

か，公立へ通うお子さんが多いとか，それぞれ特色があると思いますが，鈴鹿市と

してはどういう特徴があるのかをお聞きしたいのですが。 

 

（学校教育課長）私立保育園，公立保育所，私立幼稚園へ通う子どもが多いと把握して

います。 

 

（福嶋委員）逆に言うと，私立の幼稚園が充実しているということもあって，鈴鹿市で

は，私立と公立とがともに幼児教育を支えているということが言えるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）保護者のニーズが多様になってきていますので，その多様なニーズの

受け皿の一つに公立幼稚園もなっているものと考えています。 

 

（下古谷委員）減少してきているのは地域性ということが大きいと思いますが，市内の

保育所には，増減はあるのですか。 

 

（学校教育課長）保育所への入園児の増減ということですか。 

 

（下古谷委員）そうです。保育所への入園児の増減です。 

 

（学校教育課長）増減はあります。 

 

（下古谷委員）それについても，すごく減ってきている傾向にあるということでしょう

か。 

 

（学校教育課長）保育所への入園児数は把握しておりません。 
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（伊藤委員）費用についてですが，私立の幼稚園では一律３万円程度だと思っています。

また，保育所については保護者の所得に応じて保育料が決められています。公立の

幼稚園については１カ月の保育料はどの程度なのですか。 

 

（学校教育課長）鈴鹿市の場合は１カ月６,２００円となっています。 

 

（伊藤委員）そういう意味では，他と比較するととても安価であると思いますが，やは

り，保育時間が短い等の課題があると思います。公立幼稚園は，延長保育は実施さ

れていませんでしたね。 

 

（学校教育課長）制度としては実施していません。 

 

（伊藤委員）保育料的には非常に助かる金額であると思いますが，保護者のニーズに応

じて，公立幼稚園は今後さらに減少傾向が続くと考えられます。そこで，それに対

する対策を打つということは考えていないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）幼稚園児の母数そのものが減少傾向にありますので，入園児数も今後

減少するものと考えています。対策については，公立幼稚園の良さというのは，ま

す同じ敷地内に小学校があるという大きなメリットがありますので，そのあたりは

ＰＲしていきたいと考えています。 

 

（教育長）対策の部分についてですが，一方で保育所の需要が大きくなってきています

ので，幼稚園と保育所との一体化等，国からもいろいろなものを提案してきていま

すが，今後は，鈴鹿市としてどのような形態をとっていくのかということを，市民

の実態を把握した上で，検討していかなければならないと考えています。 

 

（福嶋委員）そういう意味でも，先ほど保育所の入園児数等を把握していないというお

答えがありましたが，全体的な人数を把握していく必要があると思います。 

 

（下古谷委員）幼稚園と保育所とが一体化していくであろうという時に，保護者として

ぜひ考えていただきたいことがあります。実は保育所では勉強的な要素が少なく，

幼稚園ではひらがなを教えていただける等の教育的な内容が入ってきます。という

ことで，私の場合は幼稚園へ通わせることを選択しました。ですので，もしそのよ

うな一体化を考えていくのであれば，教育的な内容を考慮した園を考えていただけ

ればありがたいと思います。 

 

（伊藤委員）幼稚園の園長は小学校の校長が兼ねている場合が多いと思います。一方，

市内の保育園や私立の幼稚園については，教育委員会が教育方針について何らかの
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話し合いの機会があるのでしょうか。それとも教育委員会としてはタッチしていな

いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）私立との交流ということですが，例えば人権教育等の研修会が県で行

われた場合等，教諭や保育士が一同に会す機会には，交流を持つ場合もございます。 

 

（伊藤委員）ということは，１年生に迎える前の段階として，教育委員会が私立の幼稚

園や保育園と関わることはないということですね。 

 

（学校教育課長）連携はもちろんしていますが，具体的にこういう交流をしているとい

うものはありません。 

 

（委員長）厳しい状況の中で園児の確保に努力していただいていることと思います。そ

のような中で，私立幼稚園では３歳児から５歳児まで保育をしており，早くから園

児を確保していますが，公立では４歳児の年中組が８園となっています。これを拡

大して，年中からもっと多くの園児に来てもらえるようにすると，引き続き５歳児

についても安定的な確保にもつながると思いますがいかがでしょうか。それから，

以前お聞きしましたが，集団活動には社会性を培うために１５人程度の人数が必要

であるということですが，５歳児で１５人以下の園が１３園あります。幼保一体化

についても方策として考えていかなければならないというお話が先ほどありました

が，一方で，中学校区単位での公立幼稚園の統廃合についても，あまりゆっくりし

ていられない状況であると思いますが，その辺りでお考えがあればお聞きしたいと

思います。 

 

（教育長）統廃合については，現在，市全体の行財政改革のプランを策定中で，委員会

等を設置して話し合いをしています。その中のアクションプランの中に，幼稚園や

保育所の再編を検討していくという項目が上がっていますので，そのアクションプ

ランが決定されれば，それに従って私たちも再編を考えていかなければなりません。

それが決定されるかどうかを見て事業を進めていきたいと考えています。ただ，御

存知のように，幼稚園の再編については，既に外部の検討委員会から中学校単位の

再編という方針が出ていますので，過去の方針も参考にしながら市としての行革が

確定しだい進めていきたいと考えています。 

 

（学校教育課長）年中児の規模拡大についてですが，専任園長がいる園に４歳児のクラ

スがありますが，その８人の園長においては努力をしていただいて園児の募集に当

たっていただいていまして，拡大という努力はしていただいていると考えています。 

 

（教育長）規模拡大はしていません。８園のままで当面は運営する予定です。そして，



６ 

 

再編整備を検討する中で，どうしていくのかということを考えていく必要があると

思います。行政と民間との役割分担もありますので，民業を圧迫することにつなが

ってはいけませんので，バランスを考えながら進めていく必要があると思います。 

 

（委員長）例えば一ノ宮地区であれば，５歳児の母数は１００人あります。４歳児のと

きから保育を行っていれば，５歳児においてもそれなりの人数を確保できるのでは

ないかと思いますので，また検討をよろしくお願いします。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他

の事項に移ります。１番目の「平成２５年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選

考実施要綱について」の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，その他事項の１番目「平成２５年度鈴鹿市立幼稚園専任園

長任用候補者選考者選考実施要綱」について御説明申し上げます。この要綱は，教

育公務員特例法第１１条の規定に基づき，鈴鹿市教育委員会教育長が行う平成２５

年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者の選考に関し，必要な事項を定めることを

目的としております。選考対象者は，平成２５年３月３１日現在において，「鈴鹿市

職員であること」「幼稚園教諭として１５年以上在職していること」「幼稚園教諭の

一種免許状又は専修免許状を有すること」「１年以内に懲戒処分を受けていないこ

と」の要件をすべて満たす職員としております。選考対象者の推薦については，「鈴

鹿市立幼稚園の教諭で所属長から推薦のあった者」「鈴鹿市教育委員会事務局又は鈴

鹿市教育委員会の所管に属する教育機関の職員で所属長から推薦のあった者」の区

分によって行うものとなっております。選考は，筆記試験，作文，面接試験及び書

類審査により行います。選考の結果，平成２５年度の任用候補者と認定された者に

ついては，平成２５年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者名簿に登載します。名

簿の効力は，平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までの５年間で，平成

３０年４月１日登用は可能としております。ただし，教育委員会事務局勤務期間中

は除くものとなっております。この要綱は，平成２４年１０月１日から施行してお

ります。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）この実施要綱には，何人の候補者を選考するのかということが記載してあ

りませんが，何人程度を想定しているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）何名という人数は特に定めていませんが，退職する園長の人数を勘案

しながら決定していきたいと考えています。 
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（伊藤委員）具体的に平成２５年度に対象の方が何人かいるのですか。退職者数が何人

というのは決まっているのですよね。 

 

（学校教育課長）平成２４年度末に２人退職予定です。 

 

（伊藤委員）その方についての補充という意味で，この実施要綱を出されたということ

ですか。 

 

（学校教育課長）その方だけではなく，数年後のことも勘案してのことです。要綱の「５ 

選考結果の取扱い」の（３）を御覧いただきたいと思いますが，「名簿の効力は平成

２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで」というように，５年間とさせてい

ただいております。去年までは２年間となっていました。これを５年間とさせてい

ただいたのは，向こう５年間の退職の方の人数を勘案して５年間とさせていただい

ています。 

 

（委員長）要綱の「３ 選考対象者の推薦」の（２）に「選考対象者の推薦は，教育長

があらかじめ定めた人数の範囲」とありますが，例えば，「あなたの幼稚園からは１

人ですよ」「ここの事務局の所属長から１人推薦しなさい」というような意味なので

すか。 

 

（学校教育課長）そういう意味ではありません。幼稚園の総数から退職者数を想定して

何人というこちらの思いはありますが，推薦の対象者は園長の推薦をもってとなっ

てきます。 

 

（委員長）園長が推薦するのは分かりますが，例えば，同じ園に良い教諭が２人いれば

２人を推薦しても良いのか，それとも１人しかできないようなことになるのかとい

うことですが。各所属からの推薦の人数のことを謳っているのではないのですか。

それとも，トータルの人数のことをいっているのですか。 

 

（学校教育課長）トータルではありません。例えば１園から２人ということはあります。 

 

（委員長）推薦する人数の制限ではないのですね。学校であれば，教頭推薦できる人数

は２人までとかの制限がありますが。 

 

（教育長）推薦の対象者ということですので，委員長が言われるように，推薦する場合

に，各園長が何人まで推薦できるのかということを定めるということです。 

 

（福嶋委員）任用候補者とはどういう方なのですか。 
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（学校教育課長）選考試験を受けて合格した方が，必ずしも任用されるとは限りません

ので，その方たちを任用候補者としています。 

 

（福嶋委員）既に任用候補者の方はいらっしゃるのですか。今現在の人数ですが。 

 

（学校教育課長）今現在，名簿に登録されているのは１名です。 

 

（下古谷委員）そうすると，１名しかいないということは，その方は必然的に採用され

るということになるのですか。 

 

（学校教育課長）確実に採用されるとは限りません。あくまでも，任用候補者というこ

とです。 

 

（下古谷委員）その人がだめだということになれば，また候補者を探すということにな

るのですか。 

 

（学校教育課長）今回の選考試験において，相当人数の募集をしていますので，その中

から任用候補者として合格した方を名簿に登載することとなります。 

 

（福嶋委員）今現在１名しかいらっしゃらないということですが，理想的には何人ぐら

いの候補者がいらっしゃるのがよいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）人数というよりも，次年度の退職園長の人数は最低限必要であると考

えています。 

 

（福嶋委員）それに加えて，１人ないし２人を加えた人数というイメージでよろしいで

すか。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。何が起きるかわかりませんので。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，次の２

番目の項目に移ります。毎回，様々な教育課題の中から今日的なテーマを選んで協

議を行っていますが，今回は「外国人児童生徒教育の推進状況について」の説明を

お願いします。 

 

（人権教育課長）それでは，私からは「外国人児童生徒教育の推進状況について」につ

きまして御説明申し上げます。「その他事項」資料２ページを御覧ください。まず，



９ 

 

在籍状況について御説明いたします。上の段のグラフは，青色の棒グラフは外国人

登録者数，赤色の折れ線グラフは公立小中学校に在籍する児童生徒数の推移を表し

ております。１９９０年の入国管理法の改正により，南米日系人の方が鈴鹿市に転

入されるようになりました。それに伴い外国人児童生徒在籍数も急増して参りまし

たが，２００９年のリーマンショック以降の在籍数は横ばいとなり，６５０名前後

を推移しております。下の段の図は，地図上に外国人児童生徒の在籍分布状況を表

しております。本市では，「地域の子どもは，地域で育てること」を大切にしており，

市内小中学校４０校の８７．５％にあたる３５校に広く在籍しております。赤い点

は，日本語指導を行う国際教室を設置している学校で１９校ございます。緑の点は，

外国人児童生徒在籍校で国際教室が未設置となっている学校１６校でございます。

この１６校のうち，現在，日本語指導が必要な児童生徒の在籍する７校につきまし

ては，日本語指導を行う支援員を派遣しております。３ページを御覧ください。上

の段の図表は，外国人児童生徒の国籍別割合を表しております。国籍の割合は，ブ

ラジル・ペルー・ボリビアなど南米の国の子どもが約４分の３ですが，近年，フィ

リピン・中国・インドネシアなど，アジアの国から編入してくる児童生徒が増加し

ております。国籍は，２１カ国あり，多国籍化の傾向にあります。このような現状

の中，平成２０年度より早稲田大学大学院日本語教育研究科と教育支援に関する協

定を結び，外国人児童生徒が，どの学校に在籍しても，一定水準の日本語教育を保

障するシステムづくりとして，日本語教育支援システムの構築に取り組んで参りま

した。具体的には，４つの柱がございます。１つ目は，教育委員会事務局にプロジ

ェクト会議を設置し，日本語教育の具体的な取組についての方針を決めたり，進捗

状況を検証したりしております。２つ目は，人権教育課に日本語教育の推進を担当

する日本語教育コーディネーターを２名配置し，学校への指導や日本語教育担当者

ネットワーク会議の企画運営にあたっております。３つ目は，日本語能力の把握に

つきましては，早稲田大学大学院で開発されたＪＳＬバンドスケールを用いて，外

国人児童生徒の日本語能力を「聞く・話す・読む・書く」の４領域について７段階

で把握し，日本語指導に生かしおります。４つ目は，日本語指導教材につきまして

は，教科書を書き換えた「リライト教材」や学習内容の一部を取り上げた「ポイン

ト教材」を作成し，日本語のレベルに合わせた日本語指導に取り組んでおります。

４ページを御覧ください。上の図は，日本語教育支援システムが循環型の仕組みに

なっていることを表しております。プロジェクト会議で決定した方針や取組方策を，

日本語教育担当者ネットワーク会議を通じて学校に浸透させています。学校では，

ＪＳＬバンドスケール判定会議や国際教室運営会議を開催し組織的に取組を進める

とともに，小集団による取り出し指導や文部科学省のＪＳＬカリキュラムを活用し

たわかりやすい授業づくりに取り組んでおります。このような学校での実践内容や

日本語指導上の課題については，プロジェクト会議で集約し検討し，次年度に生か

していくといったＰＤＣＡサイクルで進めております。下のグラフは，平成２２年

度と２３年度の小学校のＪＳＬバンドスケール判定結果の比較です。グラフの青色



１０ 

 

部分がレベル５を表しております。ＪＳＬバンドスケールのレベル５は，取り出し

授業から学級の中での一斉授業にもどる目安とされております。たとえば，「聞く」

の領域のグラフを見ていただきますと，２２年度のレベル５以上の割合は約７割で

すが，２３年度では８割に増加しております。同様に他の領域においても，１０％

前後の伸びがあったことがわかります。また，レベル１，レベル２の初期段階のレ

ベルを見ていただきますと，４つの領域で６％又は１１％減少し，全体に日本語能

力が向上したことがわかります。次に４つの領域ごとのレベル５以上の割合をご覧

ください。４つの力の中で，「聞く」が最も早く力が付くのに対し，「話す」「読む」

「書く」の順にレベル５以上の割合が少なくなっていることから，力が付きにくい

ことがわかります。このようにＪＳＬバンドスケールを導入したことで，４つの領

域の力の伸びや，経年調査によって前年度からの伸びについてデータを得られるよ

うになりました。５ページを御覧ください。折れ線グラフは，外国人生徒の高校進

学率の推移を表しております。統計を取り始めた平成１５年度の中学校卒業生は，

約５４％の高校進学率でしたが，徐々に高まって参りまして，今年の春の平成２３

年度卒業生は，初めて全員が高校進学を果たしました。しかし，進学先の内訳は，

全日制高校が４分の３，定時制・通信制が４分の１となっており，まだまだ日本の

子どもと同等の進路状況には至っておりません。子どもに学ぶ力があっても，日本

語の壁があるため，高校入試を突破することは容易ではありません。最後に外国人

児童生徒教育の課題について４点申し上げます。１点目は，日本生まれの外国人児

童生徒の学力の問題です。子どもたちの約６割は日本生まれで，日本語の日常会話

は上達しておりますが，学習内容を理解する日本語能力は十分に身に付いていない

ため，学力が伸びにくい状況があります。２点目は，高校進学の質の問題です。外

国人生徒が社会の中で活躍し，社会を支える人へと成長することを願い，日本人生

徒と同等の進路状況まで高めていくための学力をつけていく必要があります。３点

目は，外国人児童生徒の頻繁な転編入に対応するための日本語指導体制づくりです。

国際教室のない学校において，日本語指導や適応指導をおこなう支援員の派遣が重

要になっております。４点目は，多国籍化に伴い，外国人児童生徒やその保護者の

言語に対応する通訳や翻訳の多様化の問題がございます。ポルトガル語やスペイン

語以外の通訳者の確保が必要となっております。これらの課題をふまえて，引き続

き外国人児童生徒教育の推進に取り組んで参りたいと存じます。以上で説明とさせ

ていただきます。 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）２ページの外国人児童生徒の在籍状況のところで，国際教室というものが

ありますが，そこでは日本語教育だけをしているのか，それとも，学校の授業全部

を国際教室の中で行っているのかどちらでしょうか。 
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（人権教育課長）国際教室は日本語指導を行うための教室です。ですから，普段はそれ

ぞれのクラスに在籍し，そこで授業を受けています。主に国語又は算数の時間を中

心に，必要に応じて，その子どもの日本語能力に応じて，日本語指導を行うために

国際教室で勉強を行っています。 

 

（伊藤委員）みんなと同じ授業を受けるために，国際教室から普通教室に戻るときの，

日本語能力の基準は持っていますか。 

 

（人権教育課長）ＪＳＬバンドスケールというものがございまして，これは早稲田大学

大学院が子ども達の日本語能力のレベルを測定する基準を定めたものですが，これ

を用いて各学校で判定し，それぞれの子どもがどのレベルにいるのかを把握します。

それで，レベル５というのが，在籍学級で学習するための目安となっていますので，

そのレベルに達しましたら，国際教室での授業から在籍学級での授業に切り替える

ことになります。子どもによっても差がありますので，レベル５であっても，もう

少し国際教室での勉強が必要な子どもにつきましては，引き続き行う場合もありま

すが，それが目安となっています。 

 

（伊藤委員）ブラジルやペルー以外にも，フィリピンや中国など２１カ国の国籍の子ど

もがいるということですが，国際教室の中では，国籍に関係なく外国籍ということ

で日本語教育をしているのですか。 

 

（人権教育課長）外国籍ということよりも，日本語指導が必要な子どもが対象というこ

とになります。今は全員外国籍の子どもですが，途中で日本国籍にかわる子どもも

中にはいますので，そういった日本国籍になっている子どもであっても，日本語指

導が必要な子どもについては，国際教室で学んでいます。 

 

（福嶋委員）課題として「日常会話は上達しているが，学習内容を理解する日本語能力

が十分でない」ということがありますが，学習内容を理解できる程度にしていこう

とすると，今の状況からもう少し内容を充実したものにしていく必要があるという

ことでしょうか。 

 

（人権教育課長）学習を自分でしていけるだけの日本語能力を付けることが必要だとい

うことですが，４ページのバンドスケールの判定結果のグラフを御覧ください。「聞

く」「話す」「読む」「書く」の４つの領域の中で，「聞く」「話す」は比較的早く力が

付きます。これは日常的な会話で，「一緒に遊びに行こう」や「どれを利用したらい

いのですか」等，友達と約束をしたり，何かを準備したりするようなときの会話は

すぐにできるようになります。一方，学習の内容で聞かれている言葉や，理由を説

明しなければならない場合，何か比較をしなければいけない場面等では，頭の中で



１２ 

 

いろいろな情報を整理して，それをまとめて，そして表現していくという力が必要

になります。その力を育てるためには，４つの領域の中の「読む」「書く」の力が必

要で，例えば「教科書を読みこなして，それをまとめて書く」「友達が言ったことを

まとめて書く」等の力を鍛えていくことによって，成長していくことができます。

もう一つは，学習内容が普段在籍学級で行われている内容そのままをすぐに理解す

ることは難しいものがありますので，それを少し噛み砕いた内容にする，またはそ

の子どもが分かる程度の言葉に書き換えて教える等，そういったことが工夫として

必要になります。それが，３ページの下にあります「リライト」と言いまして，少

し書き換えた教科書であったり，多くの内容の中から絞り込んで，それを理解する

ためのポイントとなる教材であったり，それから，４ページの上の段の「学校」の

枠の中の「ＪＳＬカリキュラム」というものも有効であると考えています。このＪ

ＳＬカリキュラムは，文部科学省が教科の指導と日本語指導とを統合した形の中間

的なカリキュラムとして示しているもので，こういったことを授業改善の中で取り

入れていくことで，外国人の子ども達であっても，分かりやすい内容になっている

と考えています。また，ＪＳＬカリキュラムの内容につきましては，「言語活動を重

視する」という学習指導要領の中身とまさに重なる部分がありまして，指導課が行

っている指導と，私たちが考えているＪＳＬカリキュラムを使った学習が非常にマ

ッチングしていることになりますので，こういったところの取組を進めていきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）今後，多言語になっていきますし，個別にきめ細やかに指導することが必

要になってくると思いますので，努力をしていただいていると思いますが，スタッ

フの能力を上げていただいて，取り組んでいただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）早稲田大学が考案された日本語教育支援システムというのは，日本国内

では標準的なシステムということなのでしょうか。 

 

（人権教育課長）日本語教育支援システムについては，鈴鹿市独自のものになります。

早稲田大学が作ったという意味よりも，一緒に作り上げてきたというものになりま

す。日本語教育の中では，鈴鹿の取り組みをモデルとして全国的に発信していると

ころですが，やはり市の規模や外国人の在籍・分布の仕方等，その土地その土地で

条件が異なりますので，同じようにこのシステムがいいのかどうかというのがあり

ますが，鈴鹿市教育委員会のシステムとして取り組んでいるところです。 

 

（下古谷委員）そうすると，ぜひ，全国的に広がって，標準的なシステムになることを

願っています。もう一点ですが，４ページの上の図において，ＰＤＣＡサイクルで

回していることは非常に素晴らしいと感じていますが，その中で全国的に広めてい

くためにも，このＰＤＣＡがきちんと回っているというチェックをさらに掛けるシ
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ステムを考えていくと，より変わっていくのではないかと考えています。もう一点

教えていただきたいのですが，４ページの下のグラフですが，「聞く」「話す」「読む」

「書く」の中で，「読む」「書く」の力がなかなか身についていかないというのは，

漢字というものが大きなネックになっているのでしょうか。 

 

（人権教育課長）「読む」「書く」については，一つには漢字の部分も影響があると思い

ます。やはり，画数が多かったり，同音異議語があったり，複雑な日本語を学んで

いくのに時間が掛かるということはあります。また，４つの力の内，「聞く」「話す」

は，日常の生活の中にたくさん入り込んでいます。一方「読む」「書く」になると，

「読書をたくさんする」とか「学校の教科について家庭学習をする」等の活動が日

常の中でどれだけできるかということに関係しているかと思います。やはり学習と

して位置付けて行かないと，なかなか「読む」「書く」というところは機会が少なく

なるということもありまして，伸びにくいと考えています。 

 

（下古谷委員）多国籍化してきていろいろな国の方がいるという中で，国別の傾向とし

て感じられることはありますか。例えば，中国の方なら読む力が他の国の方に比べ

て上達が早い等の傾向ですが。 

 

（人権教育課長）御指摘のとおり，中国の方は漢字圏の方ですので，非常に理解が早い

です。そういった言語が近いことによる傾向とは別に，「きちんと時間を守る」等の

国による文化的な違いということになりますが，「自分に与えられた課題をしっかり

とこなしていこう」という気持ちを持っている子ども達は伸びが速いという傾向が

あります。アジアの子ども達は，どちらかというと，比較的そういった気持を持っ

ています。 

 

（伊藤委員）一時期，母国語を持たない子ども達という意味の「ダブルリミテッド」と

いう言葉がはやりました。今のように積極的に外国籍の子どもに対する指導が始ま

る以前は，ブラジルの子ども達は日本の学校にも行かず，一部ブラジル人学校のよ

うなところへ通っていたようですが，「聞く」ということは早くからできていても，

「読む」「書く」ができない状況ということで，自分の意見を頭の中で整理して言う

ことができず，日本語を聞くだけになっているということでした。本来の母国語に

ついても，日本に来ていますので，しっかりポルトガル語を教育されているのかと

いうとそうではありませんので，結果として，きちんとした言語を持てないという

ことが問題になりました。そういったことからも，多文化共生ということで，現在

は，日本語を一生懸命教えていただけるようになったと思います。そこで，現在，

外国籍の子ども達の中に，未就学の子どもというのはいるのでしょうか。 

 

（人権教育課長）不就学のことだと思いますが，不就学の子どもは，現在はいない状況
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です。３年前に調査をした時に，たまたま外国からきたばかりの子どもや，リーマ

ンショック後にブラジル人学校をやめたばかりの子どもがいまして，年間で５人見

つかりましたが，それ以降，そういった子どもは見つかっていないという状況です。 

 

（伊藤委員）そうすると，現在，小学校や中学校の年齢に当たる子どもについて，不就

学の子どもはいないと理解してよろしいですか。 

 

（人権教育課長）はい。そのように理解していただいて結構です。 

 

（委員長）２ページの表の一番上ですが，２００９年からリーマンショックの影響で外

国人登録者数は減っていますが，外国人児童生徒の在籍数は横ばいです。これはど

のように解釈すればよいのでしょうか。 

 

（人権教育課長）定住化が進んでいまして，対象児童生徒の保護者については，それほ

ど多くの異動がなかったのではないかと考えています。 

 

（福嶋委員）国際教室が設置されている学校と，支援員が巡回している学校とでは，授

業内容に差があるのでしょうか。何か工夫して差が出ないようにされているのでし

ょうか。 

 

（人権教育課長）常駐で指導者がいる場合は，子どもについての理解が深いですし，学

級担任の先生との連携も日常的にできますので，そういったところではやはり充実

しています。また，指導者の集まる連絡会議にも出ることができますので，市内の

実践交流の場も持つことができます。ですから，指導の実力面では高いレベルにあ

ると思います。派遣で回っていただいている支援員については，これを埋める工夫

としては，月１回，コーディネーターが連絡会を持ちまして，その中で意見の交流

を行ったり，コーディネーターから指導面のアドバイスをしたりしています。 

 

（福嶋委員）なるべく機会均等ということからも，差を埋めていただくように努力をし

ていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）国際教室の先生ですが，小学校については基本的な日本語を教えていただ

ければよいと思いますが，中学校の５校については，より一層日本語の理解を深め

るために，例えば，中学校や高校の国語の先生の中で，既に第一線を引かれたよう

な先生に，放課後の補習をお願いする等，そのようなことを御検討いただければと

思いますがいかがでしょうか。 

 

（人権教育課長）学校によっては，学習支援ボランティアとして，お手伝いいただいて
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いる学校もありまして，そうした放課後の各学校の教室に外国人の子ども達も一緒

に入って教えていただいているという場合がございます。また，去年から来ていま

すミャンマーのカレン族の子ども達の支援に，退職された先生に就いていただいて

います。 

 

（下古谷委員）平成２３年度の高校進学率が１００％となっており，外国籍の方々も高

校に進学する時代になったということが良く分かりましたが，この先に，就職や大

学進学ということがあるわけですが，雇用という観点から，皆さん卒業された後と

いうのは，問題なく就職をされていくのでしょうか。 

 

（人権教育課長）御指摘いただいたところは，これからの課題としていただきたいと思

います。と言いますのは，高校との連携を取り始めたところでございまして，私た

ちも気になっているところが，高校後の進路がどうなっているのかということです。

それが，幼・小・中学校から高校も含めて，どのような力が付いていったのかとい

うことについて，後追いの調査をすることで，それをフィードバックすることがで

きると考えています。一つの情報として，進学率が伸びてくるにしたがって，高校

での３年間をさらに伸ばして，大学へ行く子どもが増えてきています。先々週に，

外国人生徒の進路について考えるための，中学生の生徒と保護者を対象とした進路

ガイダンスを開きました。そこに，モデルとしてお呼びした外国人の方は，今，同

志社大学の４年生ですが，海外にも支社を持っている企業に就職することになって，

ブラジルでの企業展開を行うポジションを任されることになるということを話され

ていました。そういった子どもが育っているということで，モデルとしていいなと

思いましたし，私たちが高校と連携して，そういった子どもがどんどん出てくるよ

うにしたいと思いました。 

 

（下古谷委員）非常にいいお話で，そうあってほしいなと思います。私共の鈴鹿高専の

場合ですと，ここ近年，不況であっても就職率１００％となっていますので，そう

いう意味では就職については心配していないのですが，ただ私たちの経験からして，

実際に学生をインターンシップでアメリカの企業に工場実習という形で派遣しよう

としたときに，現地の人の１人分の雇用を取られてしまうということで，インター

ンシップですら受け入れてくれない会社もありました。日本では，そのように拒否

するようなことはないと思いますが，やはり日本人の雇用というものも減っていく

形になってしまします。そこのところをうまくバランスをとっていく政策があった

らいいなと感じています。将来的には，逆に外国からお手伝いしていただかなけれ

ばならない時代が来ると言われていますので，そういう意味ではそれをうまくかみ

合わせて，就職等にも反映していければいいかなと思いますので，考えていただく

ときには頭の隅に入れておいていただきたいと思います。 
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（委員長）外国人児童生徒教育というのは，もちろん外国人児童生徒一人ひとりに対す

る指導というのも大切ですが，日本人の児童生徒との関わりの中で，外国人の子ど

もが学習や生活適応力を深めていくということが大切であり，また，日本人の子ど

もにとっても，国際理解といいますか，相互理解を通して国際感覚を養っていくと

いうのも大切だと思います。その辺りについて，日本人の子どもとの関わりの場な

どが，学校の学習や活動の場面において行われていると思いますが，事例があれば

紹介してください。 

 

（人権教育課長）まず，地元の学校に進んで共に生活をしていること自体が，共生とい

うことに非常に大きな土台になっていると思います。学校から戻れば地域でもその

つながりを生かしていくことができますし，学校の中でも同じ学習をし，同じ行事

に取り組んでいくことの中で，力を合わせることを学ぶことになります。また，学

習の面で，例えばブラジルの国のことをみんなで調べたり，いろいろな人から聞き

取りをしたことを発表したりといったような，総合的な学習の中で行っている学校

もありますし，牧田や桜島のように外国人の子ども達が多く在籍している学校にお

いては，大きな行事の中で外国の文化をみんなで学んで紹介しあうといった取組を

することによって，共生ということを学んでいます。 

 

（委員長）非常にきめ細かく取組がされているということでありがたいことだと思いま

す。外国人の児童生徒についても，義務教育の日本の子どもと同じように，教育の

機会均等や教育水準の確保について，今後も取組をお願いしたいと思います。ほか

によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，３番目の「１１月

教育委員会定例会の開催について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）１１月教育委員会定例会ですが，１１月１３日火曜日午前１０時から

開催したいと考えておりますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）それでは，１１月教育委員会定例会を１１月１３日火曜日午前１０時から開

催することに御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，１１月教育委員会定例会を１１月１３日火曜日午

前１０時から開催することにいたします。それでは，これをもちまして１０月教育

委員会定例会を終了します。ありがとうございました。 

 

１０月教育委員会定例会終了 午後２時４５分 
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