
「未来を担う長浜っ子」育成プロジェクト 第３回懇話会 議事要点録 

 

Ⅰ 日 時：令和３年２月 15日（月）14時 00分から 16時 00分 

 

Ⅱ 場 所：長浜市役所本庁舎５階 教育委員会室 

 

Ⅲ 出席者：桐山 惠行 委員、嶋田 一葉 委員、中山 郁英 委員、松井 善典 委員 

板山 英信 教育長 

【事務局】酒井教育部長、清水教育次長、伊藤教育指導課長、三輪主幹 

武石教育改革推進室長、中北副参事、長屋主幹、三田村推進員 

 

Ⅳ 内 容 

１ 開会 

  事務局 開会を宣言 

 

２ 教育長あいさつ 

教育長 〇令和２年度も１ケ月余りを残すところとなった。皆様にとっても市内小

中学校園にとってもさまざまなことがあった年であった。コロナ禍にお

いて９月に新学期をどのように進めていくのか議論が沸き起こったこと

もあったし、現在の学級の人数が問題ではないかとシミュレーションを

した時もあった。 

    〇政府が義務教育標準法を改正し、小学校において３５人学級を上限に引

き下げる動きや、中央教育審議会答申において小学校高学年から理科、英

語、算数の教科担任制を導入することが大きな転換点となる。 

    〇小学校においては新学習指導要領の全面実施の年であり、例年であれば 

     その検証を行っていくところであったが、その仕事も思うようにいかな

いコロナ禍の毎日であった。 

    〇委員の皆様には昨年、多くの学校等をご覧いただき、貴重な意見を賜り有

難かったと実感している。教員の視点とは異なる視点からご意見を頂い

た。こうしたことを積み重ねていくことが地域とともにある学校づくり

につながっていくと感じている。 

    〇コロナ禍ではあるが私どもが範を示し、令和３年度の準備を通常に近い

形で学校園での教育活動を行っていきたい。 

     本日はたくさんの話題提供があるが、大きなテーマ「令和の新しい長浜の

教育」について、忌憚のないご意見を賜りご示唆を頂きたい。 

 



３ 報告（事務局）   

（１）ワーキング会議について 

  ①子ども改革グループ 

〇子どもが自ら考え、解決したくなるような「問い」や「課題」の創造、子どもが 

主体となる授業づくりについての研究実践、誰でも気軽に閲覧できる授業アイ 

デア集の作成に取り組んでいただいた。また、ワーキングの取組を広めるために 

主体的な授業の在り方を追求して、実践事例を導入・課題設定やグループでの学 

び合い等の学習場面やＩＣＴ活用した効果的な学習といったカテゴリーに分け 

て整理し、まとめたものを市内各校に示していただいた。 

 

②教師改革グループ 

〇必要とされている研修を提案、他校の校内研究会への参加、教材・研修資料等の 

共有に取り組んでいただいた。また、ＷＧの取組を広めるために「ワーキンググ 

ループから研修を提案する」「市内の魅力ある教員を少しでも増やしていく」取 

組の一環として、本グループの委員が講師を務める研修を実施し、各校教員にも 

参加を呼びかけたり、各校における日々の教職員同士の学び合いの重要性につ 

いて発信していただいた。 

 

③学校改革グループ 

〇ワーキングで取り組んできたこととして、市内の同学年・教科担当教員のオンラ 

インコミュニティの運営、教材共有を呼びかけ、共有フォルダを活用、教育資源 

の開拓・整理に取り組んでいただいた。また、ワーキングの取組を広めるために 

コミュニケーションアプリを気軽に活用していただいた。今後、グループウェア 

の早期導入を求めるとともに、学校・教職員間の情報共有の仕組みづくりについ 

て検討を進めた。教育資源の開拓・整理の取組として、各校の外部人材活用や関 

係機関との連携の状況について集約し、取りまとめたものを共有できるように、 

市内同学年・教科担当教員のオンラインコミュニティの運営に取り組んでいた 

だいた。併せて、市内外部人材の開拓・整理を行っていただき、新たに市ボラン 

ティア活動グループへ登録いただいた。 

 

（２）これまでの懇話会の議論について 

①第１回懇話会 

〇「３ケ月間の休業措置から見えてきたもの」について意見交換をしていただいた。 

 学校からの報告では、学力、生活力の二極化が進んだ。規則正しい生活を送り与 

えられた課題に取り組むことができる児童生徒がいる一方、ゲームや SNS、テレ 

ビなどに没頭してしまう児童生徒の姿も見られた。また、学力、生活力と家庭の 



経済力との関連がみられ、保護者の意識差が大きい。結果、生徒間の学力差が 

大きくなった。自己コントロール力、自主的な判断力も課題である。さらに、多 

様な子どもの姿として分散登校などを行うことで徐々に学校生活に慣れ、不登 

校傾向の児童が教室に入れるようになった一方、行き渋り、保健室通い、不登 

校傾向になる生徒がみられるなどの報告も複数あった。保護者からの聞き取り 

では、家族で一緒に過ごす時間が増え、今までにない触れ合いの時間や親子の会 

話が増えた。兄弟が小さな子どもの世話をしたり、自主的に家事や畑仕事、掃除 

を手伝ったりしてくれたとの成果がある一方、TVやゲーム、You tubeへの依存 

が高まった。長い休業を最初は喜んでいたが、だんだん、「学校に行きたい。」と 

言うようになり、学校のよさを子どもなりに感じていたなどの報告があった。 

 

  ②グループ別議論 

   【子ども改革グループ】 

〇ＷＧテーマ「子どもが学ぶ・考える授業（子どもが主役の授業）」をもとに、共 

通テーマ「長浜っ子につけたい力について」議論していただいた。 

〇グループリーダーより、長浜市の子どもの現状として、学力差が大きいことがい 

つもあがってくる。コミュニケーション能力が低く、自分の思いがうまく表現で 

きない。自分の考えを持てないという児童が多く見られる。生活習慣や言葉が乱 

れていると感じている。困難に立ち向かう粘り強さが少ない等の現状が話され、 

子どもが主体となる授業づくりのために誰でも気軽に閲覧できるようなアイデ 

ア集の作成を進めていること等の報告があった。 

〇少人数による学び合う姿勢もよいが、子ども同士の意見・考えがぶつかり合い、 

個性の磨きあいも必要である。子どもは学ぶための何かきっかけをつかみたい 

と思っている。そのきっかけを与えるのが教員の役割である。児童生徒に目標設 

定をもたせるため、その目的・意義を伝えたり、取り組んでいる意味を実感でき 

たりすることで自ら学ぼうとする姿が見られる。そのためにも人と人とのつな 

がりを大切にしていきたい。 

 

    【教師改革グループ】 

    〇ＷＧテーマ「魅力ある長浜の教師をめざすための研修について」をもとに共通テ 

ーマ「魅力ある長浜の教師について」議論していただいた。 

〇若手教員が増える組織体制の中、自主研修を行っている。小学校の時から話し慣 

れ・書き慣れ等の言語活動を大事にして積み上げ、中学校ではその上に学校独自 

の学習規律を決めていくとよいのではないか。いろいろな先生の良さを自分自 

身に取り入れ、落とし込んで指導しようと努めている。４月の学級づくりが大事 

で何事においても土台である。 



〇参観された学校では小中一貫教育における指導の連続性がみられないことや先 

生によって授業の展開や子どもの反応が全く異なっていた。一方、元気とユーモ 

アをもって生徒に参加意識と達成感をもたせるすばらしい授業もあり、いい授 

業をまねるところから始めたらいいのではないか。研修会において参加者が自 

分をさらけ出せる（心理的安定が確保される場）が必要である。初任者研修等の 

公式の集団指導が生きるためには、非公式の個人が実践を振り返ることが必要 

である。また、自分自身の成長や変容に気づけるようなポートフォリオがあると 

よい。 

 

    【学校改革グループ】 

    〇ＷＧテーマ「教員間、学校間の情報交換・情報共有の仕組みづくり（教員・学校 

の見える化）をもとに共通テーマ「さまざまな外部人材を生かした学校づくりに 

ついて」議論していただいた。 

〇長浜の学校の現状と課題として、横のつながりがなく情報共有が不便で他の学 

校の様子が全く見えない。これまでから取り組まれてきたものが残ったままで 

「ビルドオンビルド」になっている。長浜市の多岐にわたる人材が多方面におら 

れるが活用しきれていない状況にある中、学校改革グループを中心に小学校同 

学年間のオンラインコミュニティが広まりつつある。 

〇地元大学との連携による取組や地域の歴史と文化を今日まで受け継いだ教育活 

動では、子どもたちが普段では体験できない経験につながっているが、教師の負 

担が増えたり、授業時数の圧迫につながっていないか、地域とつながる教員が転 

勤した場合にどのように地域との連携を図っていくのか。長浜の曳山祭りは後 

輩のために先輩が教える仕組みがあり、その仕組みを活用し地域づくり協議会 

等が主体となり、高校生が中学生の質問に答える時間をつくることで、高校生が 

地域と疎遠になることを防ぐことにもつながっていくだろう。 

 

③第２回懇話会 

「学力向上」をテーマに意見交換をしていただいた。 

〇互いの学校の良い取組を情報共有する仕組みがあるとよいや先生の学びと実践、 

その検証を行い、フィードバックしていく一連の流れのあるシステムがあると 

よいのではないか。 

〇授業の振り返りについて、（授業研究会のような）他の教員からの評価だけでな 

く、自己評価や子どもの評価を取り入れ、改善していける仕組みがあるとよい。 

全国学力・学習状況調査について、学力差が何に起因するのかを集まって分析す 

る機会があるのか。各校の結果や取組を比較して、よいか悪いかではなく、自校 

の取組を修正する材料にしていくべきである。 



質疑・応答 

懇話会委員〇今年の取組を踏まえ、今後に残るもの、つながるものをどのように考えている 

     のか。 

事  務  局〇ワーキング委員が３つのグループに分かれ活動していただいた取組を次年度以 

     降につなげていきたい。 

懇話会委員〇懇話会委員とワーキング委員とで議論することができた。かつて教育委員をし 

     ていた時に学校から説明を受ける場合は管理職が対応されていた。今回、若手 

      教員と話をすることで実態を知ることができた。ワーキング委員の感想にも懇 

話会委員の貴重な意見をいただくことができたと記されている。これからも若 

手教員と外部の方と議論する機会を設けていったらいいのではないか。 

懇話会委員〇ワーキンググループの来年度以降の活動の見通しをどのように考えているのか。 

事  務  局〇次年度の構想を考えているところである。第１期の取組を終え、第２期の取組 

     をさらに充実したものにしていきたい。ワーキング委員がおられない学校には 

この取組が伝わりにくいことから、すべての学校からワーキング委員として参 

加していただき、グループ編成の仕方についても検討していきたい。 

懇話会委員〇子育て支援にかかわっておられる方と話をしていた時に私と課題が一緒であっ 

た。コロナ禍で学校に行けない子どもさんがおられ、保護者がスクールカウンセ 

ラーや子育て支援者とつながる場合に現場での事例をチームで話し合った時に 

は激論になった。地域ケア会議の考え方に基づくと会議が３つの層で構成され 

ている。具体的、個別的な会議（独居老人の認知症の方への対応）、それを束ね 

る会議（そういう方がたくさん住んでおられる地域への対応）、それをまとめる 

会議（来年度の活動と予算編成を考える）があるとよいのではないか。下位の会 

議にある学校の事例、テーマを扱う場合には激論になることが想定される。その 

ことで上位の会議においても熱が冷めないことにつながっていくのではないか。 

 

４ 意見交換 

 （１）話題提供 

   ①長浜市版「GIGAスクール構想」の実現に向けて 

    〇新型コロナウイルス感染症の影響により国の GIGAスクール構想が加速され、本 

     市においても今年度末までに児童生徒１人１台の学習用端末と高速大容量の通 

信ネットワークを一体的に整備する。学習用端末は鉛筆・ノートと並ぶ「新しい 

文房具」として必要に応じて日常的に活用する。また、これまでの教育実践と ICT 

とのベストミックスを図り、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適 

な学びと協働的な学びを実現し、学習活動の一層の充実を目指す。ICT環境を効 

果的に活用し、児童生徒の「学びたい」「考えたい」を育む「子どもが主役の授 

業づくりを推進する。 



〇本市では、４月より授業支援ソフトとして「ロイロノート・スクール」を導入 

 する。先行体験として市内より希望があった学校に昨年末より貸出しを行った。 

 具体的な活用例として一斉学習の改善場面、個別最適な学びの場面、協働的な学 

びの場面がある。〈ロイロノート・スクールのデモンストレーション・体験〉 

〇「令和の日本型学校教育の構築を目指して」と題するオンラインセミナーで講師 

が「インフラとしての教育情報化」と題して講演をされた。ICT環境整備が整備 

されたことで急に我々が目指す深い学びが実現することはありえない。教師が 

教えることは当然なくならないが、子どもたち自身が自分で探し情報を集め、比 

較し、友だちと話し合ってよりよい情報にしていく等の情報活用能力が身につ 

いているかが大きな運命線になる。しかし、情報活用能力は教科そのものではな 

いため、誰も教えない可能性がある。学校をあげて情報活用能力を、どのように 

カリキュラム・マネジメントしていくかがこれからの課題である。各校で情報活 

用能力を身につけさせる年間指導計画、指導体制をつくっていくことが重要で 

あるとの話を引用した。 

〇日本教育新聞社の編集局で様々な学校現場を取材されてきた方が「現場視点で 

 の実情と理想までのステップ・ハードル」と題してまとめをされた。新学習指導 

要領で身につけたい３つの資質・能力を踏まえ、その力をつけていくうえで授業 

改善があり、タブレット端末も一つのツールである。我々が目指す「深い学びに 

向けて」その課題解決を図るために、①「個人の学び」と②「協働的な学び」が 

ある。先進校での活用状況を見た時に感心させられたことは、何より学習と向き 

合う姿勢がすばらしい。また、失敗しても何が原因かを探って取り組もうとする 

姿が見られることをあげておられた。この２つの要素を支える源はどこにある 

のかと考えると、それは子どもたちが端末を教具として使える子どもに育って 

いることにある。ICTに限らず、新しい指導法ばかりに目が向きがちだが、やは 

り基盤は学習規律の徹底と学級づくりにあると話されたことを引用した。 

〇教育改革の視点から埼玉県戸田市教育委員会の取組を紹介。文部科学省におけ 

 る教育データの利活用に関する有識者会議の中で教育改革の視点として発表さ 

れたもの。特徴的な視点がいくつかある。「つづける、つなげる、つかう」教育 

は、新規に始めることより続けることの方がはるかに難しい。学校同士や教育委 

員会同士、さらには変化する社会の動きとの繋がりが弱いため、教育成果等が横 

展開や深化されにくい。さまざまな優れた教育実践やデータ等が蓄積されてい 

ても、使われることが少なく効率性や生産性が低い。 

〇３Ｋ「経験と勘と気合い」から３Ｋ「根拠・科学・検証」への船出 

教育は国家百年の計、教育の成果は短時間では測れない、教育に数字は馴染まな 

い、定量化することは序列化を招くとする考え方がある一方、教育の EBPMの重 

要性を認識（量的と質的エビデンス）する必要がある。 



〇教室や授業を科学する 

教師の急速な世代交代が進行し、採用試験の倍率も低下している。これまでの 

とにかくたくさん授業を見ろ、背中から学べ、習うより慣れろ・・・」だけでは 

教師が育たない。優れた教師の経験や勘、そして匠の指導技術を、言語化・可 

視化・定量化するなどして若手教師に効率的・効果的に伝承していくべき。 

〇教職員研修も個別最適化するべき。 

今後は、教師の個人プレーにだけに頼らず「教室や授業を科学」していくべきで 

ある。 

〇戸田市における EBPM(Evidence-based Policy Making)を推進するための考え方 

目的として「経験と勘と気合いの（３Ｋ）による教育実践や施策立案から脱却し、 

エビデンスに基づく効果的・効率的な教育改革を推進すること」としている。 

〇全体方針として量的研究と質的研究の双方を重視し、目的に合わせて相互補完 

 的に活用するとされている。取組マップでは、縦軸に質的研究、量的研究、横軸 

に実態把握、理論的・一般化で仕分けしている。取組例として学級風土の非認知 

能力への影響の研究を大学と連携した取組や、学力を伸ばす教師のグッドプラ 

クティスの蓄積などがある。 

 

（２）テーマ：「令和の新しい長浜の教育について」 

懇話会委員〇非認知能力、グッドプラクティス、ルーブリック評価などのことばがみられる 

      が現場ではこうした用語が共有されているのか。 

事  務  局〇わかったつもりでつかっていることがあるため、市民に向けてわかりやすい説 

明を心掛けたい。困難に出会ってもくじけず頑張りぬく力などの非認知能力を 

幼少期から育てていくことが大事である。 

懇話会委員〇ICT教育を進める理由は何か。 

事  務  局〇国の GIGAスクール構想が打ち出された理由として、義務教育終了段階の生徒を 

対象とした PISA国際学習到達度調査があげられる。日本の子どもたちは授業や 

家庭において ICTを活用して学習する機会は OECDで最下位である。しかし、チ 

ャットやゲームにおいては１位である。生涯学び続けることが求められる時代 

に ICTは必須である。ICTを効果的に活用し、児童生徒の「学びたい」「考えた 

い」を育む「子どもが主役」の授業づくりを目指す。 

懇話会委員〇ICTをどう位置づけるか、どう目的にするのか。活用することが目的化しないよ 

うにするのはすごく大事だ。慣れだした時にどのように意欲を維持するのか。情 

報活用能力を身につけさせるために、なぜロイロノート・スクールを活用するの 

かを児童生徒に説明できることが大事である。ICTを活用するための目的とゴー 

ルをしっかり位置づけてほしい。 

懇話会委員〇ICTを導入し普及した後の問題点まで想定しておかないといけない。導入する 



時点での心配はないのか。 

事  務  局〇不安を抱く教員もみられると思うが、期待を抱く教員も多い。これまで授業で 

できなかったことができるようになるワクワク感を、活用できる先生方を中心 

に共有し、苦手意識をもたれた教員も取り組んでいただけるように支援してい 

きたい。 

事  務  局〇子どもは活用方法を覚えるのが教員より早い。児童生徒の興味関心をもとに目 

      的に応じた指導方法を探っていきたい。 

事  務  局〇市内のある小学校では学力を高めるための指標をたくさん設けている。教員が 

指標に基づき個々の児童の姿を共有して力を高めているので伸びがみられる。 

一方、明確な指標をもたずに意欲や興味関心のみが高まったとしてきたところ 

がないか。そうしたところから抜け出したい。 

懇話会委員〇ロイロノート・スクールの活用は価値があるが、この分野は変化のスピードが 

      速い。合わせて他の先進事例にも目を向けていってはどうか。常に新しい情報 

を見ていく必要がある。端末を使える子どもはどんどん使っていけばよい。著 

作権、個人情報等を理解したうえで安全に使えるのであれば、他のソフト等も 

段階を踏んで自由に使用させる環境をつくっていけばよいのではないか。その 

ために例えば長浜の子どもに独自の ICT検定を行い安全に使用するための理解 

度測定や認定を行っていく方法もある。また、情報を活用するだけでなく、新 

しいものを創っていく能力も一緒に伸ばしていくことが必要ではないか。 

懇話会委員〇情報活用能力にかかわって規準準拠型のルーブリック評価と規準創出型のルー 

ブリック評価がある。なぜ、ICTを使うのか。長浜市の情報活用能力はどうい 

ったものなのか。教員や生徒たちがその規準を自分たちでつくれると良い。 

情報活用能力はその下位概念としての基準準拠型評価になっている。 

情報活用能力だけ鍛えても問いに答えるだけの人間になってしまう。大事なの 

は上位において課題を設定する力、学び続けたい問いをつくれる力等である。 

そうしたものが教師の支援になる。 

懇話会委員〇ＥＢＰＭは政策立案においてよく聞くワードである。経験と気合いと勘が必要 

      でないということではなく、これまで根拠、検証、科学がなさすぎたのではな 

      いか。また、ICTが入ることで様々なデータが蓄積される。そのデータを活用 

していくことは大切だと思う。上手く活用するためには活用のイメージを持ち、 

そのために活用しやすいデータをとっていくことが求められる。最初にどうい 

う枠組みで考えていくのか、どういう数字を残していくのかを考えておくこと 

が非常に大切である。他市ではデータを活用するための仕組みとしての専門組 

織や専門家との協働がみられる。 

懇話会委員〇子どもの学びは実体験から自然に発生することがある。データを検証するため 

      の量的、質的なストーリーも大切だ。生徒が自分の立場から考えを述べている 



      のか捉え直すことを含めて科学を考えると人間観、社会観の中でロイロノー 

ト・スクールをどう位置づけるのか、そのための哲学が重要になる。 

懇話会委員〇哲学が明確になったうえでデータを数値化すると血の通ったものとなる。その 

ために経験・勘が必要ではないか。否定してはいけないのではないか。経験と 

勘に基づいたセンスの鋭い教員もいらっしゃると思う。 

懇話会委員〇根拠、科学、検証は、鏡を見る、健康管理のために体重を測るといったことに 

      似ているように思う。自分の状態を見ていくために必要である。 

事  務  局〇我々教育委員会事務局や学校現場においても根拠、科学、検証といった視点を 

      もつことが今後大きな差につながっていくのではないか。 

懇話会委員〇GIGAスクール構想のような大きな教育改革は、これまでにもみられたのか。 

事  務  局〇GIGAスクール構想は近年にない大きな政策である。 

懇話会委員〇カリキュラム改革には 12のチェックポイントがある。コンテクストがすごく大 

事で、なぜ必要なのか、どういう目標に向かって取り組んでいくのか、これま 

でに長浜でどのようなことに取り組んできたのか、GIGAスクール構想を長浜の 

文脈に載せるとどのような位置づけになるのか、説得力のあるものをつくって 

いくことが求められる。また、カリキュラムのプロセス設計を実行部隊の中で 

設定し、参加者が納得感をもちながら評価、改善のプロセスを見取ることが 

大切である。 

懇話会委員〇GIGAスクール構想により学びの個別性が高まることで、学校の存在意義そのも 

のを問われるようになってくるのではないか。 

懇話会委員〇懇話会委員とワーキング委員が議論をするためには土台の信頼関係が前提であ 

る。その信頼関係ができはじめてきた段階かもしれない。次年度以降も議論を 

する機会をもっていただけると有難い。 

懇話会委員〇外部人材を有効に活用していただきたい。 

懇話会委員〇ICTの活用に入る前に正の側面ばかりでなく、負の側面も子どもたちに伝えた 

     り指導したりすることが必要だが、家庭任せになっていることが多い。そのため、 

一定の内容を学校で指導しておくことが必要だ。 

事  務  局〇ICTの活用にかかる運用のスタートとゴールを明確にして取り組む必要がある。 

 

５ 閉会挨拶 教育次長 

     懇話会委員の皆様には、長時間にわたり幅広い新しい視点から貴重な意見をい 

ただき、大変参考になった。深く感謝申しあげたい。今年度は年間３回の懇話会 

に加え、ワーキング委員とのグループ議論を行うことができた。人材育成の面か 

らも成果がみられたと感じている。中教審答申の中でも ICT活用は必要不可欠 

なツールであるが、活用自体が目的になってはいけないことが示されている。こ 

れまで伝統的に培ってきた指導に加え、ICTとのベストミックスを図っていきた 



い。週刊教育資料には、本市の「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクトが掲 

載された。学校・保護者・地域・行政が一体となって教育改革を進めていくこと 

が取りあげられている。本日、ご意見をいただいたことが今後の長浜の教育推進 

のうねりとなっていく。次年度以降一層高まりがみられるよう努めていきたい。 

本日は、ありがとうございました。 


