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令和３年度 第１回岸和田市教育委員会評価委員会 会議録 

 

○日 時：令和３年６月９日（水）午後２時～午後４時 15分 

○場 所：市役所４階 第１委員会室 

○出席者 

委員長 浦嶋 敏之  委員 斉喜 昭彦  委員 西村 孝昭 委員 上田 直美 

○事務局 

教育長 大下 達哉 

教育総務部長 藤浪 秀樹／学校教育部長 和泉 全史／生涯学習部長 牟田 親也 

総務課長 井上○慎二／学校適正配置推進課長 池内 正彰／学校給食課長 井出 英明

学校管理課長 樋口 泰城／産業高校学務課長 田中 幸博／学校教育課長 松本○秀規 

人権教育課長 八幡 泰輔／生涯学習課長 寺本 隆二／スポーツ振興課長 庄司 彰義

郷土文化課長 西村 久美子／図書館長 橋本 純／総務課主幹 柿花 真紀子 

○傍聴者：４名 

 

 

◇評価委員会開会 

１．教育長あいさつ 

【教育長あいさつ】 

 

２．委員長あいさつ 

【浦嶋委員長あいさつ】 

 

≪評価委員及び事務局自己紹介≫ 

 

３．（１）点検・評価スケジュール（案）について 

○浦嶋委員長 

 案件（１）の点検・評価スケジュール(案)について、事務局から説明をお願いいたします。 

○井上総務課長 

点検･評価スケジュール（案）について説明させていただきます。 

  評価委員会の日程について、 

① 第１回評価委員会を踏まえた評価委員からの意見書の提出…６月 21日（月） 

② 学校現場視察（教育委員と合同で）…当初７月の予定であったが延期 

③ 第２回評価委員会…８月４日（水） 

以上のようなスケジュールとなっています。 

評価委員からの意見書については、各課から提出、ご説明しました点検・評価シート（案）

についてのご意見を、本日の会議はもちろんですが、手元に配布しています書面、またはメー

ルで６月 21日（月）までの間、委員の皆様よりご意見を頂戴します。 

その後、ご意見を踏まえ、担当課で協議を加えた上で、点検・評価シート(案)の修正や、教
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育委員会の考え方をまとめたものを第２回評価委員会でおはかりし、再度、委員皆様方のご意

見をいただき点検・評価シートの検討をいたします。 

さらに、８月の定例教育委員会会議にて点検・評価シート等をまとめた「報告書（案）」を

審議いただき、９月の市議会の文教民生委員会において報告いたします。 

市議会への報告後、市ホームページと市広報紙に掲載し、市の広報広聴課や各市民センター、

山滝支所に報告書を備え付け、広く市民に公開する予定です。 

なお、今年度の点検・評価結果は、ＰＤＣＡサイクルの理念に基づき、次年度以降の事業の

立案に反映させることにより、事務改善に役立つよう努めてまいります。 

○浦嶋委員長 

只今の説明について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

ないようですので、次に、案件（２）の点検・評価シート（案）について事務局より説明を

お願いします。 

 

４．（２）点検・評価シート（案）について 

○井上総務課長 

今回、委員の皆様は、昨年度から引き続き評価委員会委員としましてご出席いただいており

ますが、岸和田市教育委員会点検評価実施につきまして、再度確認のためご説明させていただ

きます。資料№２をご覧ください。 

 

  【資料№２「岸和田市教育委員会点検評価実施要領」にて概要説明】 

 

○井上総務課長 

続きまして、資料№４をご覧ください。 

この点検・評価項目については、別冊資料の第２期岸和田市教育大綱に掲げた体系を基に、

令和２年度岸和田市教育重点施策のうち、各課が実施した主要な施策・事業を抽出しておりま

す。点検・評価シートにつきましては、体系の重点項目順にシートの項目番号を決めておりま

すが、片面が本日の説明順に、もう一方の面が項目番号順となっております。 

シートの説明は組織機構の教育総務部各課（総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学

校管理課、産業高校学務課）、学校教育部各課（学校教育課、人権教育課）、生涯学習部各課（生

涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課、図書館）の順に、各部の担当課からシートの説明を

いたします。 

なお、「項目№20 教育委員会会議の実施状況」、「項目№21 教育委員の活動状況」及び「項

№22 新型コロナウイルス感染拡大への主な対応」についての説明は書面での報告とし、省略

させていただきますのでよろしくお願いします。 

ご質問やご意見につきましては、“部ごと”のシート説明後に行いたいと思います。 

また、ご意見等は本日だけではなく、別添“意見書”で６月 21 日（月）までご提出いただ

けますので、本日は確認が必要な事柄のみでお願いしたいと考えています。 

では、教育総務部総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学校管理課、産業高校学務課

が所管するシートを順に説明します。資料№５をご覧ください。 
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○井上総務課長 

【項目№１（Ｐ.１～２）説明】 

○池内学校適正配置推進課長 

【項目№10（Ｐ.３～４）説明】 

○井出学校給食課長 

【項目№８（Ｐ.５～６）説明】 

○樋口学校管理課長 

【項目№11（Ｐ.７～８）説明】 

○田中産業高校学務課長 

【項目№４（Ｐ.９～10）説明】 

 

≪シート全般について≫ 

○西村委員 

新型コロナウイルスに関する表現で「感染拡大のため」とありますが「感染拡大の防止のた

め」や「感染症の対策のため」といった言葉の方が適切ではないでしょうか。項目№22のタイ

トルも表現の変更がいるかと思います。 

○井上総務課長 

ご指摘いただきましたので、事務局で、次回にむけて表現を統一します。 

○浦嶋委員長 

昨年度からのシート様式の変更箇所などはありますか。 

○井上総務課長 

昨年度の委員会で、評価欄へ総括評価があったほうがいいのではないかとのご意見をいただ

きまして、今年度は評価欄に、総括評価の項目を追加し、目標を上回る、目標通り、目標を下

回る、その他と選ぶよう、様式変更をしております。説明が後になり申し訳ありません。 

 

○浦嶋委員長 

教育総務部総務課、学校適正配置推進、学校給食課、学校管理課及び産業高校学務課からの

説明について、ご質問等ございませんか。ページ番号順に確認していきます 

 

≪項目№１（Ｐ.１～２）≫ 

○浦嶋委員長 

「４．取組みの成果（効果）目標」の成果の指標となる数値について、超過勤務時間数とあ

りますが、令和２年度はタイムレコーダーの整備までを予定されていたのであれば、超過勤務

時間数が減った増えたという議論は次年度以降になるかと思いますので、指標は全校設置とす

るなど変えられた方がいいかと思います。 

「７．今後の課題・方向性」ですが、タイムレコーダーを入れて客観的な資料ができますの

で、表現はお任せしますが分析とかがいるのではないかと思います。 

○上田委員 

「５．令和２年度の取組み内容」で、面接指導を行った数について、３人や６人という数字
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が全体の何％にあたるのかを示していただけると、より実態が分かりやすいと思います。 

○井上総務課長 

ご指摘いただいたとおり、事務局で、次回にむけて修正をします。 

 

≪項目№10（Ｐ.３～４）≫ 

○浦嶋委員長 

実施計画（案）まで作られているということですが、何らかの形で市民の皆さんに見える形

となっていますか。 

○池内学校適正配置推進課長 

はい。 

○浦嶋委員長 

確認でした。一刻も早く説明をしなければならないという状況ですね。 

○池内学校適正配置推進課長 

市民の方にできるだけ早期に見ていただけるよう、ホームページに実施計画（案）の内容を

掲載していますのと、市民説明会で説明させていただこうと考えていた内容も、ホームページ

で動画配信を行っています。現在、既にいただいていますご質問・ご意見に対する教育委員会

の考え方も、同時にホームページに掲載をしております。 

○浦嶋委員長 

そのように対応していただいているのであれば、延期となった旨だけでなく、代替策につい

てもこのシートへ記載いただいていいのではないでしょうか。 

○池内学校適正配置推進課長 

動画配信については、令和３年度から行っております。説明が不足し申し訳ありません。 

 

≪項目№８（Ｐ.５～６）≫ 

○浦嶋委員長 

「６．評価」の総括結果のところで、「その効果が給食環境の向上に直結できない」という

表現がありますが、具体的にはどういう内容でしょうか。 

○井出学校給食課長 

給食室の環境改善ということで、施設改善がされより安全に給食を作っていきたいと思いが

あります。削減できた経費を施設改善の予算として使っていければ有難いと思っていますが、

我々の思いだけでは実現していない、ということを表現しています。 

○浦嶋委員長 

内部の予算運用の話ということですね。 

○大下教育長 

昨年は、長期休業のあおりを受け、夏休みが短くなりました。給食調理室が暑く、給食調理

員さんの健康管理が課題になりました。そこで十分ではないですけれど、こういう削減効果も

あって、給食調理員さんが少しでも涼んでいただけるように、調理室にスポットクーラーを入

れさせていただくなど、一定の予算措置はしていただいていますが、まだまだ教育委員会とし

てはより一層の措置を求めていきたいというのも込めて書かせていただいています。 



 5 

≪項目№11（Ｐ.７～８）≫ 

○斉喜委員 

大便器洋式化について整備がほとんど完了したとありますが、学校によっては作業が遅れて

いるところもあるように思います。孫が小学校へ入学した際、和式トイレの練習をするよう学

校から言われたと言っていました。練習させる場所も自宅にはありません。実際の進捗はどう

でしょうか。 

○樋口学校管理課長 

小学校は 88.1％ということで、９割程度完了しています。一定の整備がすべての小学校にお

いて済んでいる状況です。中には小学校側の要望で、和式のトイレを残している所もあります。 

○斉喜委員 

校内の各階で状況が違うこともあると聞いています。利用しようとした際、子どもが利用し

にくい状況になっていないかを懸念しています。私自身、学校体育施設開放委員会に属してい

ますし、少林寺拳法を指導しています。小学校併設の体育館のトイレも和式が多いように思い

ますが、それらは洋式化としては整備対象外ということでしょうか。 

○樋口学校管理課長 

体育館は、避難所としても機能する施設ですので、できるだけ多機能トイレを整備できる方

向で考えています。 

○西村委員 

学校側で衛生面の十分処置がとれておらず、子どもが使えないという状況もあると聞いたこ

とがあります。コロナ対策とも若干関係があると思います。全員が安心して使える状況につい

てどのような対策をお考えでしょうか。 

○樋口学校管理課長 

洋式トイレは抗菌仕様としております。洋式は座って使用しますので、直接便器に触れるこ

とが困難な方については、和式の方も一部残すなどして、ご利用いただくよう考えております。 

○西村委員 

感染症対策で、家庭でも使用するトイレを分けざるを得ないとも聞きます。必要な消耗品が

購入できるなど、学校配当予算で衛生面に関しても十分配慮いただければと思います。 

○浦嶋委員長 

今のご意見については、点検評価とは別の意見として、また、受け止めていただければと思

います。今のような地域とか学校の声ですね、改善が進むことで教育的効果がどれくらいあが

っていったのかというプラスの方向も含め、完了してこんな声がありますと言うのを総合評価

に入れていただくと、よりその効果もよくわかると思います。 

 

≪項目№４（Ｐ.９～10）≫ 

○浦嶋委員長 

確認ですが、「６、評価」の総括評価で、「進路状況が 100％で目標通りである」とあります

が、この 100％とはどういう受け止め方をしたらいいでしょうか。 

○田中産業高校学務課長 

令和元年度も２年度も 100％となっていますが、令和２年度の全日制その他５名は、アルバ
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イト３名、芸能関係２名で、アルバイトの方も留学資金を貯めるためと次年度以降の就職を考

えてのアルバイトということで、一定進路が決まっております。定時制その他６名も、アルバ

イト、大学浪人、縁故就職待ちと進路が決まっているということで、一定進路が 100％決まっ

ているとして評価させていただいています。ちなみに令和元年度については、その他６名の内

３名は就職先が決まらないということでして、進路指導に力を入れ、令和２年度はすべて進路

が決まったとして評価をしています。 

○浦嶋委員長 

希望通りの進路にいけているという意味合いですね。わかりました。 

○西村委員 

産業高校は、今年度、競争率が１を割ってしまいました。商業科と情報科では教科内容は多

少異なると思いますが、検定種別ごとの合格者数結果を見てもあまり変わりがありません。本

市にとってなくてはならない学校という大きな命題をもってやられておりますが、選抜競争率、

学科の定数等を見ても、世間のニーズと産業高校がやっておられることに開きがあるように感

じます。そのあたりについて考慮をお願いしたいです。 

○浦嶋委員長 

意見・要望としてお聞きいただければと思います。宜しくお願いします。 

 

○浦嶋委員長 

次に、学校教育部学校教育課及び人権教育課所管のシートについて説明をお願いします。 

○松本学校教育課長 

【項目№２（Ｐ.11～12）、№６（Ｐ.13～14）、№７（Ｐ.15～16）、№９（Ｐ.17～18）説明】 

○八幡人権教育課長 

【項目№３（Ｐ.19～20）、№５（Ｐ.21～22）説明】 

 

≪項目№２（Ｐ.11～12）≫ 

○西村委員 

読書活動事業で学校司書の派遣とありますが、「７．今後の課題・方向性」で拡充となって

いますので、人数とまではいきませんが、学校司書についても拡充の意味を加えた記載として

欲しいです。小学校であれば週２日（１日６時間）と書かれていますが、小規模校であればい

いですが、それなりの規模の学校であれば学校司書と対峙できないという時間もあろうかと思

います。法的にも努力義務という言葉になっており、派遣とは若干意味合いは違うかと思いま

す。予算の兼ね合いもあり難しいと思いますが、学校司書の増員もしくは時間を増やしていく

ことが子ども達のためになるのではないかと思っています。 

○松本学校教育課長 

本来であれば常駐するのが望ましいところですが、そのあたりは検討課題として考えていき

たいと思います。 

○浦嶋委員長 

成果指標として分析するのが難しい分野であるとも思いますが、コロナウイルスの状況があ

る中、支援員を拡充されたりと手立ても打っておられます。数字には表れない部分で成果があ
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った部分を書き込みができれば、市民の皆さんにも安心材料となるのかなと思います。 

データだけでみると、テストの正答率が低下傾向とあります。学校別でみて差がありますか。

市全体の状況でしょうか。 

○松本学校教育課長 

学校別で差がある状況です。 

○浦嶋委員長 

学校ごとの課題に応じた取組みという形で次のステップにしやすいかと思います。 

 

≪項目№６（Ｐ.13～14）≫ 

○西村委員 

昨年度の会議で、成果の指標となる数値について議論があったかと思います。事案件数を示

すというより、解決していくという件数を挙げる方がいいのではという話であったかと。 

○浦嶋委員長 

いじめの認知件数の記載がありますが、行政や評価側から見ると数値の増減状況について判

断がつきますが、市民の方から見るといじめが増加しているのではないかという心配材料にな

ってしまうと思いますので、どれだけ解消しているかという解消率を指標にしたらどうですか

という話をしたかと思います。その際は、検討していきますというお答えを頂戴していたかと

思います。 

○松本学校教育課長 

次回修正をし、あげさせていただきます。 

○浦嶋委員長 

この６月末で、昨年度の最終の認知件数データから３か月を経過した状況となります。また

確認をお願いします。 

昨年は休校になったりと学校が不規則な状況がありましたが、その部分があまり言及をされ

ていません。学校に来る日数がどうであったかはわかりませんが、それでも不登校の件数が増

えているのかとか、例年とは比較がしにくい状況があったかと思いますが、そこを加味した上

で状況はどうでしたか。 

○松本学校教育課長 

コロナに影響しました欠席等、またコロナ不安・コロナ回避で欠席しました数については、

この不登校の数とは別に計上していますので、記載している数値は、従来からの不登校の数と

なっています。 

休業期間中に関しては、暴力行為の件数は２か月ほど計上していない状況ですが、総数は増

えておりますので、例年と比較しかなりの増加傾向ととらえております。 

○浦嶋委員長 

この辺りはまた時間のある時に聞かせていただけたらと思います。大学生もこの間精神的に

参っている学生もいますので、おそらく小中学生も鬱積したものがあるのではないかと思いま

す。 
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≪項目№７（Ｐ.15～16）≫ 

○浦嶋委員長 

説明の中で、キャリア教育について幼小中連携とありましたが、幼稚園もキャリアパスポー

トに含まれているのですか。 

○松本学校教育課長 

小学校中学校に関して、キャリア教育全体計画というのを中学校区別に作っておりまして、

そこの部分では幼稚園も計画に入って、市独自でやっているということです。キャリアパスポ

ートに関しては、幼稚園は入っておりません。 

 

≪項目№９（Ｐ.17～18）≫ 

○西村委員 

実技講習会で「『悉皆』研修を実施し」という言葉がありますが、どういう状況でしょうか。

過去あまりそのような表現は使っていなかったと思います。 

○松本学校教育課長 

全職員に来てもらうということではなく、各学校から必ず１名参加いただいております。 

○西村委員 

その表現を用いる方がいいのでしょうか。また検討してください。 

○浦嶋委員長 

色々な研修が実施できない中で、救急救命といった安全に関する部分は如何でしたか。 

○松本学校教育課長 

昨年度、中止になりました研修は多くございます。その中で、救急救命に関しては Web開催、

書面開催で実施しております。 

○浦嶋委員長 

安心材料としてしっかりやっていますよというような記述があってもいいかと思います。

Web開催というのはなかなか難しいですね。 

○松本学校教育課長 

校内研修ですべての学校で救急救命に関し研修をしていただいています。それにつきまして

記載したいと思います。 

○浦嶋委員長 

岸和田市では、コロナの有無に関わらず、学校で救急救命研修をやっていますよというのは

一つアピールになるかと思います。 

部活動指導員の件は、項目№１「教員の業務負担軽減」との関わりは特にないでしょうか。 

○松本学校教育課長 

部活動指導員は、昨年度、中学校２校に配置することができ、ニーズもかなり多くございま

す。令和３年度も継続して行っていく予定ですが、予算が２校のみとなっておりまして、引き

続き拡充させ、学校の負担が減るようにと努力しております。 
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≪項目№３（Ｐ.19～20）≫ 

○上田委員 

特別支援教育指導員が５名増員されたとありますが、これは、あゆみファイルの活用者が

1,856名と増加になったことを受けて、増員されたということでしょうか。 

○八幡人権教育課長 

特別支援教育指導員については、学校のニーズがとても高く、対象の子どもさんも多いとい

うことで、年次で拡充しております。 

○浦嶋委員長 

確認ですが、必要な児童生徒さんの内、保護者の同意があって作成されたものが 1,856名分

ということですね。母数はどれくらいでしょうか。 

○八幡人権教育課長 

母数は小中学校の子ども達になりますので、15,000人位になります。その中で必要と思われ

る保護者の方に学校側から働きかけて作成をしたり、就学前の子どもさんで小学校中学校へ引

き継いで使っているケースがあります。 

○浦嶋委員長 

学校側で必要だなと思われるお子さんの内のどれ位の方が作成できていますか。 

○和泉学校教育部長 

そこは実際の数値はつかめていないところです。あゆみファイルを持っていただきたいとい

うケースでも、保護者等に理解いただけず作っていない場合もあります。 

○西村委員 

巡回相談員のニーズが高いですね。学校としてはあゆみファイルに関わることも一つかなと

おもいますが、支援員さんが関わることもそうかなと思いますね。学校側も子どものために何

とかしたいということが沢山あるとそう解釈したらいいんですね。 

○八幡人権推進課長 

学校も子どもの為に何とかしたいと言う思いから、保護者の方に相談をして専門家に見ても

らったりということがどんどん増えているというのが現状です。 

 

≪項目№５（Ｐ.21～22）≫ 

○質問等なし 

 

○浦嶋委員長 

次に、生涯学習部生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課及び図書館所管のシートについ

て説明をお願いします。 

○寺本生涯学習課長 

【項目№12（Ｐ.23～24）、№13（Ｐ.25～26）説明】 

○庄司スポーツ振興課長 

【項目№16（Ｐ.27～28）、№17（Ｐ.29～30）説明】 

○西村郷土文化課長 

【項目№18（Ｐ.31～32）、№19（Ｐ.33～34）説明】 
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○橋本図書館長 

【項目№14（Ｐ.35～36）、№15（Ｐ.37～38）説明】 

 

≪項目№12（Ｐ.23～24）≫ 

○上田委員 

「５．令和２年度の取組み内容」として、以前まででしたら少年教室や子どもの居場所づく

りの事業があったと思いますが、コロナ禍で中止とされたのでしょうか。事業の見直しにより

事業が中止とされたのでしょうか。 

○寺本生涯学習課長 

今年度は、青少年の健全育成のための団体の活動に対して評価をしているため、本シートに

は記載をしておりません。 

○上田委員 

中高校生の本音事業ですが、中高校生となるとなかなか集まりにくいかと思います。何人位

集客がありましたか。 

○寺本生涯学習課長 

集まったということでなくアンケートを実施いたしました。アンケート実施数については現

在持ち合わせておりませんので、後日報告させていただきます。 

 

≪項目№13（Ｐ.25～26）≫ 

○質問等なし 

 

≪項目№16（Ｐ.27～28）≫ 

○質問等なし 

 

≪項目№17（Ｐ.29～30）≫ 

○斉喜委員 

社会体育施設再編基本方針というのは、どんな内容でしょうか。 

○庄司スポーツ振興課長 

市民プール、体育館、総合体育館、中央体育館、心技館、運動広場について、全体的に老朽

化が進んでおりますので、今後の再編の全体的な報告性を示したものです。今の社会背景や市

の財政状況とも検討をしながら、今後の安心安全を確保しつつ、市民の方がよりスポーツがで

きる環境を確保できるように、まずは方向性を示させていただいたというところです。まだ具

体的なところまでは示しておりませんので、今年度については個別計画の策定を行う予定です。 

○斉喜委員 

市民体育館と記載がありますが、以前は、春木体育館と中央体育館をまとめてそう表記しま

した。今春木体育館はなくなっていますが。 

○庄司スポーツ振興課長 

春木体育館が今ございませんので、この記載は中央体育館のみを示しています。 

○西村委員 
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基本方針を事前に拝見しました。スポーツ種目は多岐に渡ります。最近スケボーを使用され

る人口が増えていますが、中学校現場では指導しにくい部分もあり、すごく困っているという

声も聞きます。クライミングやスケボーなどオリンピック種目で色々増えていますが、パブリ

ックコメントで関連コメントはありませんでしたか。心技館の活用は 30％位しかないと聞きま

す。再編する中で、種目についても社会の需要など考えていかねばならないと思います。 

○庄司スポーツ振興課長 

スケボーにつきましては、オリンピックの正式種目になったということで、たくさんの子ど

も達も実際やっています。社会体育施設基本方針の中では触れてはいないですが、管轄は違い

ますが、市の公園関連部局の方でスケボーができる施設を作る予定と聞いております。 

 

≪項目№18（Ｐ.31～32）≫ 

○上田委員 

コロナ禍の中、活発に様々な事業をされているなと感心しています。子ども向け事業も継続

して行い、子どもに岸和田の良さや郷土愛というのを育んでいただけたらと思います。 

○浦嶋委員長 

マスコミを通じて見聞きする機会が私も多かったように思います。 

 

≪項目№19（Ｐ.33～34）≫ 

○質問等なし 

 

≪項目№14（Ｐ.35～36）≫ 

○質問等なし 

 

≪項目№15（Ｐ.37～38）≫ 

○西村委員 

自動車文庫については、コロナ禍でも実施されていましたか。 

○橋本館長 

学校によっては断られるケースもありましたが、それ以外は実施するよう努めました。 

○西村委員 

学校の希望如何で実施状況にバラつきがあるのはどうかとも思いますが、市民センターで図

書館業務が充実されている例もあるでしょうから、いつから 19 か所でされているのか分かり

ませんが、実施個所が適切であるのかも検討いただけたらと思います。 

○橋本館長 

自動車文庫は、新しく分館ができればその近隣のステーションは廃止するといった運用をし

ています。過去からの経緯なども含め、説明できるようにしたいと思います。 

○浦嶋委員長 

生涯学習分野に関しては、人が集まってこそというのが非常に大きい中、様々に工夫頂いて

いるなと思います。今年もコロナ禍の状況は続いておりますが、引き続き宜しくお願いします。 
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○浦嶋委員長 

本日の議事は以上です。今、出していただきましたものに加え、ご意見等を、“意見書” に

記載して６月 21 日（月）までに出していただければと思います。質問も含めてよろしくお願

いします。 

事務局から、他に何かありますか。 

○柿花総務課主幹 

【事務連絡】 

○大下教育長 

長時間のご審議を有難うございました。委員長から、タイムレコーダーの導入であるとか学

習支援員の派遣ですとか、それについてこういう実績があったという記載だけではなく、それ

についてどういう教育面での効果があったのかということをもう少し記載してくださいとご

指摘をいただきました。それがまさに評価という所だと思いますので、次回までに改めて点検

をさせて頂いてお示しをいたしたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。 

○浦嶋委員長 

それでは、本年度の第１回評価委員会を終了させていただきます。 

 

≪午後４時 15分 終 了≫ 


