
① 令和２年度懇話会の趣旨について

資料 ３



「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト事業 （令和2年度：2年目）

予測困難かつ加速度的に変化する時代に対応するための学校教育改革の推進に向けて、様々な視点か

ら幅広い意見を集約する場（ワーキング会議・懇話会）を設定し、学力向上策や新たな教育施策に反映す

るとともに、これまでの施策や取組を見直し再検証することを目的に本事業を実施する。

事業目的

ワーキング会議
ブロック（各中学校区を基本）ごとに推薦された
中堅・若手教員で構成

懇 話 会
学識経験者、民間産業界関係者、官民各種団体関係
者、保護者代表で構成

情報共有
情報交換

「未来をになう長浜っ子」に育みたい力の育成のため、

「子ども」改革 ・「教師」改革 ・「学校」改革 に関して、

ワーキング会議と懇話会が互いに連携し、新たな取組を検討・提案し、チーム長浜による新しい長浜の

教育の実現に向けたムーブメントを起こす。

R2年度の目標



② 令和２年度スケジュールについて
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Ｒ２年度事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ＷＧ会議

委員就任
依頼

全体会①

課題別
WG

全体会② 全体会③

※グループ別
議論
（ＧＬ、ＳＧＬ）

全体会④
取組報告

懇話会

懇話会①

課題別WG
参観①

懇話会②

課題WG別
参観②

※グループ別
議論
(各ＷＧ）

懇話会③ WG
取組報告
を視聴

※懇話会委員による参観については、課題別WGでの視点をもとに実施。複数回の参加も可。
※１１月予定のグループ別議論は、ＷＧ会議 全体会③の前に実施。懇話会委員が各ＷＧに所属し議論する。



③ 令和元年度取組概要
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回
（開催日）

内容・テーマ 等

第１回
（５月２１日）

〇 「これからの社会」に求められる力（『「未来をになう長浜っ子」に育みたい力』）

第２回
（６月２０日）

〇 「未来をになう長浜っ子」の育成に向けた具体的な取組

（８月２日） 〇 先進地研修（茨木市教育委員会、内田洋行「未来の教室 FUTURE CLASS ROOM」）

第３回
（８月１９日）

〇 長浜市の学力にかかる現状（平成３１年度全国学力・学習状況調査結果より）

第４回
（１１月２５日）

〇 学力向上のための具体策（めざす授業・取組とそれらを具現化するための工夫・改善点）

第５回
（１月１６日）

〇 ワーキング委員代表による公開授業および意見交換
〇 今年度のワーキング会議のまとめ

令和元年度 ワーキング会議の取組



未来の社会を創造できる資質・能力

教科等で身に付ける学ぶ力

〇 基礎的・基本的な知識・技能を習得し、それらを活用・応用しながら問題を解決する
〇 自分の考えをもち、能動的に他者とつながりながら、考えを深めたり、よりよい解決方法
を見出したりする

学びに向かう力

自分と向き合う
〇 見通しをもって計画的に
行動する

〇 最後まで粘り強く取り組む

自分を高める
〇 夢や目標をもち、努力する
〇 新たなことや困難なことにも
挑戦する

他者とつながる
〇 他者とコミュニケーションを
とり、協調・協働できる

〇 相手のことを考えて行動する

+

未来をになう長浜っ子に育みたい力 （第１・２回ＷＧ会議より）



➢ すべての子どもが学びのステージに乗れるような授業

➢ 教師が知識を教え込むだけでなく、子どもが自ら考え表現する授業

➢ 子どもが「知りたい。考えてみたい。」と思えることを課題にした授業

➢ 子どもがお互いにつながり合い、高まり合う授業

➢ 子どもが自らの成長を実感できる授業

子どもを主語にした授業
子どもが主役の授業

「学ぶ力」を育む授業＜長浜市がめざす授業＞ （第３～５回ＷＧ会議より）



回
（開催日）

内容・テーマ 等

第１回
（７月３１日）

〇 これからの社会に求められる資質・能力について
〇 これからの学校教育のあり方について

第２回
（１０月２３日）

〇 全国学力・学習状況調査の結果について
〇 子どもの資質・能力（学力）の向上を図るための方策について

１月１６日 〇 ワーキング委員代表による公開授業の参観および意見交換

２月 ７日
2月１９日

〇 授業参観（朝日小・高月中学校）および意見交換

令和元年度 懇話会の取組



学力学習状況調査も全国で最低レベルだ。学力とはそれだ

けではないというのは一種の逃げのように思える。実態が
あまりにも低すぎてこれでいいのか、少なくとも全国
平均ぐらいの学力って必要なのではないのかと思う。

挨拶、靴をそろえる、鉛筆やノートを出す・

片付ける等、基本的な生活・学習習慣
から教えてあげる必要がある。 それがス
ムーズにできてからの学力向上だと思う。

第１回懇話会の主な意見

長浜市の学力の底上げということから話すと、ま
ず読むことができる、次に読解力をつける課題を
出していきたいと思っている。長浜の子として、幼

児期から地域が関わって、学習習慣をつけ
る何かができないかと思う。

問題解決というのはＡＩ、ロボットで何でもでき

る。大事なのは、イノベーションできる力、自
分で問題を作る力、自分で問いを立てら
れる子を育てること。将来就労できる人とい
うのは自ら問いを作って、それを商いや生業に
できる人だろう。

生活をしていく力とか、地域で何か
役割を持って能力を発揮するという
ところが１つの大事な目標になるのでは
ないか。

ボトムアップとハイエンドのハイブリッド、つまり、

就労や生活のためのベーシックなインフラ
としての教育と個性や可能性を伸ばす教
育の両方が必要だと思う。

幅広い意味で「生きる力」とか、「みらプロ」の通信
にあったような力が大切なんだと伝えていくのなら、
学力とは言わずに、「経験から学ぶ力」ではどうか。

さまざまな経験から何を学ぶかが重要。



これからは授業そのものの設計を変えていくことが求められる。
先生方の「指導方法」を変えるというよりも、もっと深い「指導観」
を変えなければならない。

教え込む授業から考えさせる授業に変えなければならない。

授業に課題がない。問いがない。
チョーク＆トークの説明型の授業が多い。
主体的・対話的で深い学びをめざすとき
に、問いを作らなければいけない。

これからは獲得した知識を習得するだけ
ではなく、それを活用し、援用し、応用して
いくような動態的な学力が求められる。し
かし、基礎知識を否定して、動態的なもの
だけを求めようとしても本末転倒になって
しまう。どっちを選ぶのかということではな

く、学力というのは相対だと思う。

いい指導を見て、教え込みの授業から「こういう授業って
子どもが変わるなあ」と実物・事例を見ながら、みんなで

チャレンジしてみませんかというような、先生同士が学び
合う仕組みを構築していけるとよい。

第２回懇話会の主な意見

「旅に出る」ことを勧める。私は複数の診療所で診療を行ってい
るので、それぞれの情報が入る。そうすると、ベストプラクティスの
横展開が早くて、しかも労力が少なく、自分がやるよりはすごく楽
なので、指導法を変えるという意味では有効ではないかと思う。

自分で考える力や基礎と応用をつなぐ力の育成
を考えると、先生一人一人の教え方の工夫とか
新しい教授法の取り入れが必要になる。短期間
では定着していかないかもしれないが、５年１０年

経ったときにそういう教え方に慣れた先生が
どれくらい増えていくのかというロードマッ
プみたいなものをしっかりたてていけるとよい。



公開授業参観後の主な意見・感想

◆ 新しい学力観に立った学びを経験していく子どもたちの将来が楽しみである。

◆ 意見を出しやすい学級の雰囲気があったので、さらに学びを深めていける可能性があ

ると感じた。

◆ １時間１時間の授業にこれだけの熱量と工夫が込められていることに感服した。

◆ 本日の授業を通して、現場のことを一番わかっているのは先生方だと改めて感じた。

懇話会委員として、大きい目標や方向性については一緒に話し合っていくことができる

が、それを具現化していく方策については先生方に委ねていくべきだと感じた。

◆板書や挙手して指名するなど伝統的な授業スタイルのよさとそれが弊害になっている

部分があると思うので、安心感（継続していくこと）と緊張感（変えていかなければいけ

ないこと）の両方を、ＷＧと懇話会でバランスよく作っていけるとよい。



④ 令和２年度ワーキング会議の進捗状況
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R2年度ワーキング会議 組織図
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキング会議（全体会） 
（中堅・若手教員 ２５名） 

課題別ワーキンググループ（以下、課題別ＷＧ）の進捗状況の確認、情報交換を行うととも

に、協議内容の取りまとめ行う。 

WG１．「子ども」改革 
＜テーマ＞ 

誰一人取り残すことのない新しい

長浜の学び（子どもを主語・子ど

もが主役の授業）の実現 

課題別ＷＧ（上記委員で構成） 
 ３つの課題別ＷＧを編成し、それぞれのテーマ

について協議を行い、新たな教育施策に反映で

きるような具体的な取組を提案する。 

ＷＧ2．「教師」改革 
＜テーマ＞ 

自ら学び続け、切磋琢磨しながら

授業を磨き合う教師の学びのネッ

トワークづくり 

ＷＧ３．「学校」改革 
＜テーマ＞ 

様々な教育資源（地域や大学・企業

等の外部人材、中学校区のつなが

り等）を生かした学校づくり 



回
（開催日）

内容・テーマ 等

事前説明
（5月29日）

〇 事業概要の説明（プレゼンテーション資料の視聴） 〇 課題別ＷＧの希望調査

第１回
（６月２３日）

【全体会】
〇 委員就任依頼状の交付 〇 事務局説明（今年度の取組について）
【課題別ＷＧ】
〇 自己紹介 〇 ＧＬ・ＳＧＬの選出 〇 テーマに対する現状分析・取組の方向性

第２回
（８月６日予定）

【全体会】
〇 各ＷＧの進捗状況・協議内容の報告 〇 情報発信の方法について
【課題別ＷＧ】
〇 活動内容の具体化 〇 活動計画の立案

第3回
（１１月予定）

【全体会】
〇 各ＷＧの進捗状況・協議内容の報告
【課題別ＷＧ】
〇 活動状況の確認（中間まとめ） 〇 活動計画の見直し

第４回
（１月予定）

【全体会】
〇 取組報告の方法について 〇 各ＷＧの進捗状況・協議内容の報告
【課題別ＷＧ】
〇 活動のまとめ（報告・提案内容の整理）

令和２年度 ワーキング会議の予定



テーマに対する現状分析・取組の方向性 （第１回ＷＧ会議より）

【子ども改革グループ】
テーマ ： 誰一人取り残すことのない新しい長浜の学び（子どもが主役の授業）の実現

①子どもの現状・課題

・受身的で答えを待っている姿が見られる。

・少人数指導を行うなど手厚い指導を行っているが、学力向上につながらない現状がある。

・小学校低学年から学力差が生じている。

・休業期間中、やり方を伝えられないままでは、勉強のやり方がわからない子どもも多かっ

たように感じる。

②取組の方向性

＊「子どもが主役」の授業を通して、主体的に学び合う子どもを育てる。

＊「問い」や「仕掛け」によって、子ども主体の学び（授業）に変えていけるのではないか。

＊学力差のある子どもたちを目の前にして、どのような授業づくりを行っていくとよいか。



テーマに対する現状分析・取組の方向性 （第１回ＷＧ会議より）

【教師改革グループ】
テーマ ： 自ら学び続け、切磋琢磨しながら授業を磨き合う教師の学びのネットワークづくり

①教師の現状・課題

・教材研究・研修など授業や自分を磨くための時間が確保できない。

・教師間の学び合いの機会（授業を見合う等）が少ない。

・昔自分たちが小学校時代にしてきたことと今自分たちが子どもたちにしていることが変わっ

ていない。それが伝統的に良いものなのか、ただ中身が精選されていないのか、それを考え

る時期ではないか。

・ＩＣＴの有用性やＩＣＴ活用の重要性を実感することが多い。授業等で有効活用していきた

い。

②取組の方向性

＊「魅力ある教師をめざす」をキーワードに、教師のやる気を喚起し、自ら学んでいけるような研修の

在り方について考えていく。

＊授業を磨くための取組や学級づくりの面で小中連携した取組（情報交換、学び合い）をしたい。



テーマに対する現状分析・取組の方向性 （第１回ＷＧ会議より）

【学校改革グループ】
テーマ ： 様々な教育資源（外部人材、中学校区のつながり等）を生かした学校づくり

①学校の現状・課題

・他の学校の取組や様子が全く見えない。

・情報共有の部分で長浜市は不便。教室のＩＣＴ環境も脆弱で、私物の端末を活用して子どもたち

にオンラインによる指導を行っている状態である。

・教育の世界は、ビルドオンビルドになっている。軽量化していかないといけない。企業ではスク

ラップ＆ビルドが一般的であり、学校現場にも必要である。

・長浜市は多岐にわたる人材が豊富であり、地域の方々に支えていただくとより良い教育ができる。

②取組の方向性

＊教員間、学校間の情報共有の仕組みづくり（教員・学校の見える化）について考えていく。

＊新しいことをやるばかりではなく、今やっていることを有効活用したり、より効率的に行ったりするに

はどうしたらよいかという視点を持って取り組む。

＊主任会以外の交流の場（合同学年部会、世代別情報交換会等）、教育資源の開拓・整理（市内共

有の人材（教員・外部人材）バンク）、共通フォルダを活用した教材共有システム等



ワーキング会議（子ども改革、教師改革、学校改革）
との議論について
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懇話会委員による参観について（事務局案）

〈参観の観点〉

課題別ＷＧ視察①
（７月下旬～10月中旬）

〈現状〉

課題別ＷＧ視察②
（10月下旬～1月中旬）

〈改善に向けた取組を参観〉

【ＷＧ１．子ども改革グループ】

テーマ ： 誰一人取り残すことのない新しい長浜の学
び（子どもが主役の授業）の実現

発達段階を踏まえた多様な指導の現状

・少人数指導
・小、中学校全学年参観
（小学校低学年の指導）

【ＷＧ２．教師改革グループ】

テーマ ： 自ら学び続け、切磋琢磨しながら授業を磨
き合う教師の学びのネットワークづくり

校内研究、自主研修、市内の研修の現状

・NETSトレーニング
・ICTプロジェクト研修
（オンライン授業研修）
・校内研修
・自主研修

【ＷＧ３．学校改革グループ】

テーマ ： 様々な教育資源（外部人材、中学校区の
つながり等）を生かした学校づくり

子ども自身が問いをもち、地域と連携・協
働した学習

・中学校区での取組
（小中連携事業）
・中学校教員による乗入れ授業
・余呉小中（ふるさと科）

各ＷＧ１．～３．
の改善に向けた
取組を視察

詳細は、後日連
絡します。


