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令和２年度「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト 

【WG1．子ども改革】グループ別議論 次第 

 日時：１１月６日（金）15:30～16:４0 

場所：長浜市役所５階 教育委員会室 

 

出席者  懇話会委員      ：吉川ゆきえ  武田典子 川瀬寛子  

ワーキング会議委員：落合明優  鈴木梨紗  虎山駿太 今田佑美  森川乃理子 

徳永祐樹 

WGテーマ：「子どもが学ぶ・考える授業（子どもが主役の授業）について」 

共通テーマ：長浜っ子につけたい力について 

全体進行：中北副参事 

ファシリテータ：長屋主幹 

 

１．趣旨説明：中北副参事 

２．ＷＧの取組について： 落合明優グループリーダー 

３．意見交換・議論   進行：長屋主幹 

≪テーマ≫長浜っ子につけたい力について 

①長浜の子どもの現状 

懇話会委員：各校の取組や参観の様子からどのように感じられたか 

WG委員  ：懇話会委員の意見を踏まえて各校の現状はどうか 

進   行：長浜の子どもの現状についてご報告いただきたい。 

ＷＧ委員：「子ども改革グループ」では、学校現場での課題等をどう改革していけば長浜の子どもたち 

がよりよく育っていけるか考えながら取り組ませていただいている。 

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上がってくる。通常の授業を行う中 

で進度に困ることがよくある。低位の子に寄り添おうすると、教え込みがちになったり、進度がゆ 

っくりになってしまったりして、もっとやりたいという子の意欲をそいでしまうことになりがちである。 

二つ目は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くて、トラブルになった 

り、意思疎通ができなかったりということがよく見られる。 

三つ目は、自分の考えを持てないという児童が多く見られる。「考えの引き出し」というものが 

少なくて、自分の今の感情はどういう感じなのかが整理できない、分析できない、しようとしない 

ところもある。 

四つ目は、生活習慣や言葉が乱れていると感じている。家庭環境も様々であり、テレビなど便 

利なものが増える中、子どもたちが誘惑に負けているところもあり、規則正しい生活を送れてい 

ない児童もいる。そういう児童は提出物も出せていなかったり、家庭学習も正確にできなかった 

り、情緒や学習の面でも不安定さがある。困難に立ち向かう粘り強さが少ない。例えば自分の 

ハードルをすぐに下げてしまったり、もう無理やからと諦めてしまったり、何々してくれたら出来る 

と見返りを求めたり、ご褒美みたいなものがないと頑張れないところもある。 

この現状はどういうところからくるのかなと考えた。まずは、授業の面で見てみると、昔ながらの 
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教師主体の教え込み授業スタイルからなかなか抜け出せないというところが正直ある。今年度 

は特にコロナでの休業があり、授業時数の確保や教えておきたい内容との兼ね合いで、コンス 

タントに進めていかないといけないという制限もあり、どうしても教師主体の教え込み授業にな 

りがちなところがある。また、学校は評価も大事になってくるので、単元テストに備えてとか、評 

価するときに見取りやすくということも考えていくと、どうしても授業スタイルを変えるということ 

に至らないという現状がある。また教職員には、教材研究の時間や人的な不足が感じられる。 

教材研究の時間をたっぷりとりたいが、他の事務作業なども考えると指導書通りといった授業 

作りに落ち着いてしまって冒険しづらいところがある。 

三つ目の「表現力、語彙力が定着していない」では、基礎学力の定着を図ってきたし、繰り返し 

てドリルも、漢字練習もずっと続けてきているが、それが自分を表現する力に結びついているか、 

豊かな語彙力に結びついているかというと疑問に思うところがある。そこをどういうふうにリンク 

させていくかもこれから研究していきたいところでもある。 

四つ目の家庭環境の差というのは対応しきれない部分もあるが、やはり子どもたちの情緒の 

安定とか、家庭学習をしっかりして学習の基礎を積み上げるという意味では、学校として見てい 

きたい。そうした背景を踏まえて、子ども改革グループでは、子どもが学びたい、わかりたいとい 

う子ども主体の授業づくりをしたいと考え、どういうことが主体的なのかというところも掘り下げ 

て考えていきたい。自分たちで考えることはもちろんだが、じっくり考える力とか、それを表現する 

力も育成したい。そのためにはやはり授業の中での「問い」とか「仕掛け」を考えていく必要が 

ある。 

学力の差があることを踏まえ、全ての子どもにしっかりと学習の場を与えて、みんなで学べてよ 

かったと思えるような授業のあり方が大切だと考え、この三つの方向性を持って取り組みたい。 

今年度の取組としては、「問い」とか「仕掛け」について研究できるといいと考えている。子ども 

たちが自分で解決したくなるようなとか、分かりたいと思えるような「問い」がすごく大事だなと 

考えている。さらには教師とか、子ども同士とか教材同士がうまく繋がり合うような学習ができ 

たらいいと思っている。 

二つ目の子どもが主体となる授業づくりでは、自分で学ぼうとすることを主体的と考えると、一 

人で黙々とするというのも主体的であり、グループとかペアとかで一緒に試行錯誤して、課題に 

取り組むのも主体的であると、様々なスタイルの主体的な授業があると話し合ってきた。 

         そうしたいろいろな授業スタイルがあるんだよ、こんなアイディアがあるんだよということをたくさ 

んの人に知ってもらえると、指導書通りが授業ではなくて、こういうアイディアがあったから使っ 

てみようか、みんながそうした主体的な授業をやってみようかという教師への意欲づけにもなる 

と考えている。誰でも気軽に閲覧できるようなアイディア集を作成したいと考え、各小中で様々 

な立場で子どもの主体的な授業とはどういうものがあるかを、授業の一部分だけでも、導入や 

ワークシートだけでも、授業全体を含めても実践を積んで、それをプリントや動画や写真で残せ 

るようにそれぞれの持ち場で取り組んでいるところだ。さらに、ＩＣＴの機器などを活用した授業 

内容などにも取り組んでいけたらと思う。準備中ではあるが、最終的にそのアイデアを持ち寄っ 

て精査してまとめたものを長浜市の教員なら誰でも見られるところに置けるように考えている。 

進    行：本グループでは、従前の教師が一斉一律に教え、子どもが受身で学ぶといった授業スタイルか 

ら、基礎基本を確実に身につけさせながら、一人一人の子どもたちの関心、能力、進度に応じ 

た「子どもが主役」の授業を展開することによって、子どもが主体的に学んでいく、そうした子ど 

もの学びの姿を変えていこうとすることを目標に取り組んでいただいている。自分で考え、表現 

する、他者と関わりながらつくり上げる、そうした学びの姿を目指しているという話があったが、 
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懇話会委員様には今年度市内各校の授業、取組を参観いただいたので、実際の子どもたちの 

学びの姿というのをどんなふうに捉えておられるか。 

懇話会委員：私が参観させていただいたのは、イベント的な外部授業が多かったので、普段の様子がわか 

らないと思ったが、基本的に子どもの質が変わったとかいうふうなことは感じなかった。先生 

の構え、先生の思いがすごく伝わりやすいと思った。中学校と小学校が一緒になったが、先生 

の想いがすごく伝わる。先生が品行方正であってほしいというのではなく、ガツガツ学ぶ姿勢 

を出してくださる方が、子どもが学ぶのかなと思った。外部の先生にお任せしているときでも、 

先生もそこに入り込んで一緒に学ぶ、能動的な姿勢を見せてくださる方が子どもたちに入って 

くるという感じがした。それは校長先生がどういう気持ちでおられるか、学校ごとに違うかと思 

うが、校長先生も能動的な姿勢でいらっしゃる方が子どもは柔軟に受け入れていくように思っ 

た。 

進     行：子どもたちの姿としてはどうだったか。 

懇話会委員：子どもたちは、学びたい、吸収したいと思っている。こうあればいいのかなと思ったのは学びあ 

う人数。 少人数で学びあう姿勢もいいと思うけれども、学び合う、ぶつかり合う、学び合う姿 

勢のところで少しでも人より前に行こうとか、少しでも発言を多くしたいとか、そういう競い合う 

気持ちもどこかである方がいい気もした。 

少人数でしっかり教え込まれ、その子の性質、個性をとらえて、育ててくださるスタイルもいいと 

思うが、子ども同士のぶつかり合い、個性の磨き合いが必要かと思った。 

進     行：子ども同士の学び合いというところで、少人数がよいというイメージがあるが、果たして本当に 

それがいいのかというご提言をいただいた。少ない人数の子どもたちの中で今のお話を聞い 

て現状としてどうか。 

ＷＧ委員 ：私のクラスは１２名で、ペアやグループでの活動も多いが、少人数のいいところは安心感があ 

り自信をもって発表できること。ただ、ずっと同じメンバーで学年を上がっていくので中学校と 

か人数が増えていったときにどうなるかという心配がある。 

進     行：大変たくさんの生徒がいる学校での学び合いはどうか。 

ＷＧ委員 ：少人数の方が教師が個別に教えやすく、そのメリットの方を感じがちだったが今聞いて確かに 

大人数で、みんなで学びに向かっていることで生まれる疑問とか、多様な意見とか、プラスの 

部分もあると思った。学年 5 クラス、１70人ずつぐらいいるが、いろいろな課題がある。どこの 

学校もそうだが、どうしても個別の課題に応じてサポートやフォローをしなければと思っていた 

ので、先ほど個性の磨き合いと仰っていただき、ぶつかり合う場面も時には必要だと思った。 

進    行：先生も能動的に貪欲に学ぶ姿が子どもにすごく影響があると仰っていただいたが、バイオ大学 

の学びの実験室で多くの学校は大学にお任せの中、先生ご自身が主になってやっていただい 

ているので関連してお話しいただきたい。 

ＷＧ委員：来週子どもたちがバイオ大学で学ばせてもらうが、自分もやはり足りない知識もあるし、事前に 

大学に行かせてもらい、大学の先生から知らないことを教えてもらうなど吸収して授業に臨むこ 

とができる。子どもたちもこれまでにも授業をしてもらっているが、普段の授業とは環境も変わっ 

て、たくさん教えてもらえるし、いろんなサポートをもらえるのでいつもよりも頑張る姿が見られた。 

私自身のスキルアップにもなるし、子どもたちも経験値があがって学びが深まった。 

懇話会委員:子どもは何かきっかけがあれば、学びたいのだと参観して思った。何から始めたらいいかわか 

らないため、きっかけを与えてくださるのが先生だと思う。この扉を開けてもらうことが学びの最 

初にあると思う。先生の話を聞いて学ぶ授業もあれば、クイズ形式で子どもの心をつかんで昔 

の経験を思い出しながら、今の授業をしている感じで、子どもの眼が輝いていた。 
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進    行：教師も親も子どもたちに主体的に学んでほしいと願うのだが、学びのきっかけをつくってあげる 

         ことが大事だとご意見をいただいた。普段子どもたちの主体的な学びを促すきっかけとしてい 

ろいろ工夫をされていると思うがどうか。 

WG委員：ふだん、子どもたちの会話に入り、学びに繋がるものを集めるように心がけている。主体的にこ 

うなってほしいと思うあまり、目を引くものとか、やりすぎてしまうところもあり、そこが難しいなと 

思う。 

ＷＧ委員：子どもたちは学びたい、わかりたい思いを持っていても、きっかけがないと学んでいけない。いき 

なり算数の問題を出されても、算数の世界に入れない。日常からつなげて算数の土台に上げて 

どうしたらいいのだろう、やってみたいというきっかけが得られれば自然と学んでいけるのかなと 

思う。やはり、先ほど仰ったとおり、きっかけをつくることは大事だ。児童支援加配として、５年生に 

関わっているが、算数の九九が分からないから勉強できないと言う子の隣で九九の勉強を一緒 

にしていた。図形の平行四辺形とか三角形の面積を求める学習で、絶対九九が出てくる。他の 

先生とシフトを組みながら毎日やっていたら、いつもテストで何も書かない子が７0点８0点をと 

り、とても嬉しそうだった。どんな子にも学びたいという意識はあると思うので、その子のニーズに 

合ったはたらきかけをしてあげるのが大事だと思う。 

懇話会委員：数学で先生が一人もわからない子をつくったらいけないと、わからない子にべったりくっつい 

てしまわれることがある。他の子にはプリントを渡されるのだが、それもできて余った時間をどう 

していいかわからないとわが子が言う。それなら、ワークをしたらと言うのだがやっぱりそこまで 

は自分ではできないみたいだ。クラスの全員にはなかなか目がいかないと思うし、小学校では 

クラス分け（少人数）の授業があったのだが、中学校では今の段階で聞かないので、中学校で 

はなかなか一人ひとりに合った授業というのは難しいと感じている。中学校になると塾に行かれ 

る方が多いので塾で先にやってしまっている方はほとんどわかってしまっていて、初めて習う子 

とは、そこで差ができてしまう。どこに合わせて授業するのかは難しいと思う。それぞれの教科の 

得意な子はどの子か大体クラスで分かっているので、子どもはわからないとその子に教えても 

らいながらやっている。そういう友達同士の教え合いはいいなと思う。 

進    行：このグループの大きな課題となっている、個人差にどう対応していくかということや少人数学習 

がうまく機能しているかというところも今後検証していく必要がある。そのあたり、どうか。 

WG委員：やっぱり誰も落としたくないし、でもやっぱりどんどん先に進む授業をしていきたいと思う。全部 

担任がしなければと思い込んでいたところがあり仰ってくださったように、子どもたちで教えあっ 

たり、学び合ったりしていくっていうのはすごく有効だと改めて感じている。私は６年生の担任を 

しているが、私が伝える方がよく伝わっていると思い込んでいたところがあった。友達が違う言 

葉で言い換えたことが子どもたちにストンと落ちることが結構あり、私が教えなきゃいけないみ 

たいな考えがあったなと改めて感じたところがあった。もちろん全部丸投げではいけないけれど、 

教師は子どもたちを見とりながら、時には私が進めていき、ここからはペアやグループで学び合 

うということをうまく使っていく、例えば低位の子たちは教えるのが得意な子に教えてもらいなが 

ら少しでもわかったとか、少しでも聞けた、それでも十分学びだと思うし、得意な子も教えるとい 

うことでさらに違う力も付けていくことが今大事なのかなと考えているところだ。 

進    行：友達の教え合いというのは、中学校になるとより友達との繋がりが強くなるので深まっていくの 

ではないかなと思うが、そのあたりはどうか。 

WG委員:教え合いが出来る雰囲気が普段からないとなかなかしにくいのではないか。加えて思春期にな 

り、男子には行けても女子にはなかなか喋りにくいとか、そういった部分もある。クラスやグルー 

プでの学び合いをするには信頼関係、わからないことが自然とわからないと言え、気兼ねなく聞 
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けることも大事な要素だと思う。 

ＷＧ委員：教え合いを授業の中に取り入れることは大事だと思う。ただ単に教えようというだけではなくて、 

課題の設定というところは大事だと思う。やっぱり何もないところから教え合いをと言われてもな 

かなか難しいところがあり、それまでの積み重ねがあってそれを使ってがんばったら手が届くよう 

な課題設定であったり、それをどう活用したらいいかみんなで考えてみる形であったりとか、低位 

の子たちが説明しなければならないような状況をつくって周りの子がどう助けてあげるかを考え 

ていくことだと思う。そういうこちらの思いを入れていきながら、活動だけでなく、スキルを身に付 

けさせるところを意識していくことでより力がついていくのではないかと思う。 

進   行：先ほどグループの先生方から見る長浜の現状ということでいくつか課題を出していただいた。昨 

年度から、このプロジェクトに取り組んでおり、昨年度のワーキング会議で先生方と一緒につくり 

上げたのがこれからの未来の長浜の子どもたちにつけたい力。そのベースとなる学びに向かう 

力ということで三つぐらいに大きなグルーピングしているがこのあたりもまだまだ現場の教員か 

ら見ると課題が大きい。懇話会委員の皆様から見てこれからの子どもたちにつけたい力につい 

て、話を進めていきたい。 

②長浜の子どもに求めること 

懇話会委員：WGの取組を含め、子どもに何を求めるのか 

WG委員  ：懇話会委員の意見を踏まえて、今後のWGの取組に生かせそうなことはないか 

 

懇話会委員：「能動的に他者とつながりながら」というところで、スマホとかタブレットでいろいろな人につな 

がることはできる中、生身の人間と能動的につながっていくというのは難しくなってきていると 

思う。電話をかけるときに自分が小さいときは違う人を通してから電話をつなぐということが 

あり、クッションになる人とも話をすることができたが、それが直でつながるようになると能動 

的に他者とつながるというところが難しくなっている。 

懇話会委員：自分なりに目標を持って進んでいくということが親から見て子どもたちの大いなる目標だ。そ 

          こに向かって、親としてもどうしていけばいいかと感じることは大いにある。 

懇話会委員：目標を親や先生が言っても、自分でやりたいと思わないと動かない。子どもが中学校２年生の 

終わりぐらいまでは勉強には興味を持たなかったが、１年後に高校だという時に友だちとこの 

高校に行きたいとなって途端に勉強を始めた。自分ではできないので塾に行こう、塾に行って 

いる間だけは勉強できる、周りから目標を持たせるというのは難しい。 

進    行：低学年のうちから繋がるのは難しくなっていたり、スマホなどの影響もあったりとかはあるのか。 

ＷＧ委員：知らない人とつながるゲームを家に帰ってからしている子どもも、高学年になるとネット上では会 

話ができるけど、実際に人と会うと喋れないという子もいる。能動的につながるということをどこ 

でしているのだろうと思う。習い事やスイミング以外、学校から帰ると子どもたちはつながりがあ 

まりないのではないか。 

進   行：どの学校でも繋がりを大事にとよく言われているかと思うが、どうか。 

ＷＧ委員：ゲームなどで顔の見えない相手と盛り上がって言葉遣いも考えていないため心配だという声も 

        聞く。勉強の中でも直接関わる経験をさせようとグループやペアで話し合う活動を持ったり、縦 

割り活動などで関わり合う機会をつくったりしているが、難しいところもある。放課後とかも暗くな 

ると遊びに行けないし、そういう機会を学校でももっと持っていかないといけないと思う。 

進   行：目標を持ってというところあたりがなかなか難しいということだがその辺はどうか。 

ＷＧ委員：最近マラソンをやっているが、やる前に自分で目標を立てようと働きかけている。ゴールに向かっ 
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て目標を立ててやっていくことが大事だと言っている。簡単なところから無理やりでも目標を示し 

てあげないとわからない子もいる。そういうことは学校では取り組みやすいと思う。運動会などで 

もこちらが仕組んでいるが、子どもたちの中で目標を立ててやっていけばいいのだと思わせるよ 

うに努力している。 

懇話会委員：城まつりで六年生だけが装束を身につけるとか、わかりやすいものを目標にそこに向かってい 

くのは、端的に見えていいと思った。参観した中学校では、後始末なども２年生と１年生ではスピ 

ードが全然違ったりと、わかりやすい目標がいいと思った。 

ＷＧ委員：「ヨシ行けどんどん作戦」は来年で 25回目になる行事だが、ヨシを琵琶湖岸に植えて、刈って 

卒業証書にするイベントだ。３年間続けてやっていくと、３年生の子たちは学校のことに誇りを持っ 

て取り組めるようになる。今年はコロナのこともあって、刈りに行けなかったが、ポットに一つ一つ 

植える作業をした。この作戦に参加する前に、水鳥センターの先生からどういう意味があってや 

っているかの話を聞くなど、実際の話を聞いたり、実際に自分がやってみたりすることで、自分た 

ちの目指すべき目標が見えてきたり、やっている意味を実感できたりにつながる。今年は本当に 

子どもたちが頑張ったと思う。 

進   行：懇話会委員から受験というものが動き出す原動力になると言われたが、中学校では受験があ 

るというところが大きいのか。 

ＷＧ委員：目標があればという話があったが、もっと先の目標をと思う。職業もそうだが、こんなことに興味 

があるから勉強したいとか、こういう生き方をしたいと考えられるとベストだが、中学生は目の前 

の初めての分かれ目となる受験に意識が向く。点数や成績が絡んでいるとなるとやはり違う。小 

テストがあるとなると一斉に勉強しだす。単純な目標も行動がぱっと変わる面ではいいのだが、 

レベルの高い、テストが終わっても受験が終わっても自分から前に進んでいけるような目標を持 

たせられるとよりよいだろうと思うが、なかなか難しい。 

進   行：ワーキングの先生方から気づきや印象に残ったことを簡単に一言ずついただきたい。そのあと懇 

        話会委員から先生方へ一言ずつ期待するメッセージをいただければと思う。  

ＷＧ委員:授業では子どもらをいかに学びたいとかやってみたいと思わせるきっかけづくりというのが大事 

だなと改めて感じた。教師も学ぶ姿勢が大事なのだ、何でも知ってる訳ではないので、いろんな 

ところからいろんなことを吸収して、子どもたちとともに、子どもの姿から学ぶ事もたくさんある。 

常に学ぶ姿勢はすごく大事だなと思った。能動的に他者に繋がるというのは、先ほどからあった 

ように家ではゲーム主体の生活が増えているので、繋がりが持てるのは学校だと思う。子どもた 

ち同士、子どもと教師とかいろいろなことをうまく繋げ、コミュニケーションの取り方、人との関わ 

り合いを持たせるのも学校生活は大事だと思うので、考えて生かしていけたらなと思う。 

ＷＧ委員：印象に残ったのは、教えることを自分自身がどれだけ解釈して伝えられるかということだ。今の 

気持ちを持ち続けたいと強く思った。子どもが勉強を、学校が好きになってほしいと常に思ってい 

るので、きっかけづくりは、子どもの気持ちになって、一緒になって楽しむということが必要だと改 

めて思った。１２人の子どもがどんなことをすれば退屈せずに安心して学習に取り組めるか考え 

ていきたい。子どもたちは学校のことを家であんまり喋っていないようだ。親子のコミュニケーショ 

ンも声かけしていければと思う。 

ＷＧ委員：少人数だけでなくて、人数の良さを生かして勉強していくお話にハﾂとさせられた。３年生を担任 

していて算数とか勉強に遅れる子をつくらないように一人で一生懸命になっていたが、改めて話 

を聞いて、大人数の良さを生かして子どもたちがつながっていくような学びに取り組んでいきた 

い。 

ＷＧ委員：外部から見ていただいてお話を聞けるのは貴重な経験だと思った。子どもたちにどういう意図で 
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どんな力をつけるために、どんなきっかけをつくって日々接するのかを常に意識することで子ども 

たちの姿も変わってくるのではないかと思った。日々の仕事に忙殺される中でもそこは忘れては 

いけないと思う。最終的に目標を子どもたちに持たせるにあたり、身近にいる存在である教師や 

家の方が、こうなりたいという姿になれることが大事だなと思うので、そういうところも意識してや 

れるとよいと思った。 

ＷＧ委員：子どもたちに目標を持ってほしいとか、自ら学んでほしいとか、豊かに生きてほしいという思いは 

同じだと改めて感じた。そういう子どもたちに育てるために一つ一つのことには意味があり、いろ 

いろな人が関わっていることを伝えながら、やはり授業としてきっかけをつくったり視野を広げる 

ということが、私達の仕事だと思った。 

ＷＧ委員：私たちと違った立場から実際に授業を参観していただいてお話を聞き、いろいろ考えさせてもら 

った。今中学一年生の担任をしていて、年度の初めにどんなクラスにしたらいいかを考えさせる 

前に、私自身が学級の目指していく姿やこうしようとポリシーとして掲げていることは、「みんなが 

このクラスのチームだよ」っていうことだと伝えてスタートした。自分自身が学校、クラス、授業で 

目標を持ち、やる気を出して何事にも取り組んでいかないと、お話しいただいた教師の姿勢が 

そのままダイレクトに子どもの姿勢に映っていくものだということを再認識させてもらった。もう一 

度、年度当初自分が決めたことを思い出しながら子どもたちに当たっていきたいと思った。 

懇話会委員：わが子は中３で部活が終わり、家の会話で部活の話が消えてしまった。最近は今日はこんなこ 

とがあったとか、子どもたちは意外に構ってほしいのだなということを感じているので、無理のな 

い程度に子どもたちにお声掛けをしていただければと思う。 

懇話会委員：親子のコミュニケーションの話で耳が痛いなと思った。確かに家に帰ってからの時間、子どもと 

向き合っている時間はそんなにないと思っている。学校のことを喋ってくれないが、こちらから声 

をかけてみるのも大事かなと思っている。子どもにとって親は親で、先生はやっぱり別の大きな 

存在で、時には親より長くおられる大人なので、先生方が見せてくださる姿は子どもにとって大 

事だと思う。みんなそれぞれに違う子なのでみんな一緒にというのは大変だろうなと想像するだ 

けだが、先生たちの気持ちが今日はすごく伝わってきて親としてはうれしく思った。  

懇話会委員：初めに先生が能動的な姿を見せてほしいと言っていたが、いやそれは自分だなと思っている。 

子どもに能動的に勉強するように、目標を持って生きていけるように願いつつ、私は目標を持っ 

て自分からやりたいことに向かっているかな。そんな姿を見せていない私が子どもに偉そうなこ 

とを言える訳がないとすごく反省している。親はどうしても、頭ごなしに気持ちだけで怒ってしま 

うので、それをされない先生方が子どもの唯一の救いの場所である。先生は、本当は心配だと 

思うが、学校で生き生きした楽しい姿を見せていただきたいと思う。つらいことがあっても笑っ 

てほしいというのではなく、受け入れる姿勢、柔らかい姿勢を持ち続けていただきたいと思う。 

お願いばかりで申し訳ないが、貴重な機会ありがとうございました。 

 

４．閉会挨拶  教育改革推進室長 

皆さんのお話を聞かせてもらって、私たちもほんわかとした気持ちになり、またエールも送っていただ 

き、この場でないと持てない貴重な機会だったと思っています。こうした人との繋がりを、これからは意図 

的につくっていかないといけない時代だと、そういう人と人とが顔を合わせていい繋がりができたと思っ 

ております。また、ここに出ています本日の人と繋がりに逆行するかもしれないが、ｉＰａｄをこれから子ども 

たちが一人一台持ちます。これもまた上手に使っていきながら、それぞれのシーンに合わせた学習をやっ 

ていけると良いと思います。本日はありがとうございました。 


