
「未来を担う長浜っ子」育成プロジェクト 第 1回懇話会 議事要点録 

 

Ⅰ 日 時：令和２年７月 21日（火）９時３０分から１１時３０分 

 

Ⅱ 場 所：長浜市役所本庁舎３階 コミュニティルーム 

 

Ⅲ 出席者：川瀬 寛子 委員、桐山 惠行 委員、嶋田 一葉 委員、武田 典子委員 

東溪 佳代 委員、中山 郁英 委員、松井 善典 委員、吉川 ゆきえ委員

久我 直人 アドバイザー、板山 英信 教育長 

【事務局】清水教育次長、伊藤教育指導課長、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、城楽推進員 

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 〇今朝の朝刊を見ていたら他市では「今日から夏休み」の見出しがあった。

長浜市は８月第１週まで子どもたちは登校する。今年の正月にはまさか

こんな展開になるとは予想もしなかった。長期間の休業措置を経て今に

至っている。 

       〇今週市内のある小学校では、修学旅行を５月から７月に変更して行く予 

定だったが、感染の拡大が見られることから９月に再延期となった。 

変則的な年度となり、学校もそうだが、子どもたちが混乱しているだろう 

と思う。教育委員会としても様々な対策を考え手を打っているが、未知と 

の遭遇であり苦慮している。その中で本日協議していただくことになる。

〇今年度から小学校で全面実施された新学習指導要領の方向性に、「未知の 

状況にも対応できる思考力、判断力、表現力の育成」とあるが、長期の休 

業期間に様々なことを考えさせられた。ある方は、「孫が学校から与えた 

課題をやってしまい、後は何をやったらよいかわからない。」と言ってい 

ると仰ったが、そんな子が多いのだろうと思う。反面、いい面の変化もあ 

る。この状況を前向きに捉えて乗り越えていこうとする子どもたちの姿 

や取組も多く耳にすることができた。こういった中で、我々が今まで言っ 

てきた「生きる力」「自ら主体的に学ぶ」とは、何だったのか。言葉はき 

れいだが、本当にそんな力を子どもたちにつけてきたのか。周りが全てお 

膳立てをして先々にやってきたのではないか。最近の夏休みの自由研究 

の応募数が１０年前と比べ激減した。歴史博物館の自由研究の応募も減



っている。「主体的に学ぶ」ということを真剣に考え、指導してきたのかと

考えさせられる。新指導要領でいう「主体的・対話的で深い学び」もつくら

れたもの、やらせに過ぎないのかと感じることがある。 

〇「外から帰ったら手を洗う」といったことも先人の知恵、習慣として積み 

重ねられてきた。こうした先人の知恵ももう一度学校教育の現場で見直し 

たい。この先、どんな展開になるのかわからないが、コロナ禍のこういう 

時だからこそ知恵を生かしていくことが我々の使命である。懇話会の皆様 

には、昨年からいろいろな面で取組をいただきありがとうございます。また、 

久我先生にはご多用の中、今年度もご就任いただきお礼申しあげる。 

〇昨年度「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクトで十分な成果を上げたと 

は言えないかもしれないが、懇話会・ワーキング会議ともに、焦らずに１年 

１年積み重ねていっていただきたいと考えている。答申などにまとめる作 

業を念頭に置くと、それが目的になってしまう。現場の様々な状況も見てい 

ただき、ワーキング会議の先生たちとも意見を交わしていただきたい。よろ 

しくお願いします。 

 

３ 委員自己紹介 

  事務局  各委員および事務局から自己紹介 

 

４ 座長・副座長の選出 

  事務局  座長および副座長は、委員の互選により選任することを説明 

       → 座長に桐山委員、副座長に川瀬委員が選任された。 

５ 議事 

（１）会議の公開について 

  事務局 参考資料１に基づき会議の公開について説明 

      → 異議なく公開として決定された。 

 （２）説明・報告 

①令和２年懇話会の趣旨 

②令和２年度スケジュール 

③令和２年度取組概要 

④令和２年度ワーキング会議の進捗状況 

事務局 資料３～資料６により懇話会の開催趣旨、懇話会の役割と今後のスケジュー 

ル、ワーキング会議の進捗状況について説明 

委 員 〇令和２年度のワーキング会議のメンバー構成はどのようになっているのか。 

事務局 〇昨年の１５名から２５名に拡大した。９名が昨年度からの継続、１６名が新 

規参加のメンバーである。 



（３）意見交換テーマ：「三か月の長期休業から見えてきたもの」…資料７ 

座 長〇「三か月の長期休業から見えてきたもの」というテーマについて各委員の立 

場から意見交換をお願いしたい。 

委 員〇日頃から感じていることだが、与えられないとできないという子どもの姿 

は、私たち保護者にも通じるものがある。昔は小さい頃から、自然や友達 

とのつながりの中で、自分で起き上がるたくましい生活力があった。今は便 

利になったこともあり、先々に親が言ってしまい、子どもの自ら考える力を 

閉ざしているのではないか。子どもを守ってあげたいという思いはあるが、 

子どもたちが自分で転んで気づくことがあるので、なるべく口出し、手出し 

をしないで見守る生活を積み重ねていくことが、主体性の育みや自ら学ぶ 

学力につながっていくのではないかと思う。 

〇小学校の低学年から学力差があると聞く。子どもの育つ環境や親の考え方 

 も様々だ。小学校入学時にひらがなの読み書きが全部できる子や百までの 

数字が言える子、またそうでない子もいる。親が一生懸命であっても、子ど 

もがその気にならない、子どもがやりたくてもその環境がないといったこ 

ともある。多様な子どもたちを育てる先生方もご苦労いただいていると思 

うし、感謝したい。 

座 長〇確かに少子化になり、過保護になっているのかと思う。また、家庭環境の課 

題もあり、コロナで休業している間、久我先生も仰ったように子どもたちの 

格差も顕在化しているようだが、事務局より補足があれば。 

事務局〇学力、生活力の二極化が進んでいる。学力、生活力と家庭の経済力との関連 

    も見られる。保護者の意識の差が大きい。自己コントロール力、自主的な判 

    断力も課題だ。 

委 員〇長期休業中、学校から課題をもらったが、親が道筋をつけてやらないとやら 

ない。「一週間の時間割を自分で立てなさい」という内容も見本がないとで 

きない。自分で考えてやる力が大切だが、手助けが必要だ。親も昼間は仕事 

で、仕事から帰って来てもなかなか見てやれない。主体的な力もだが、やる 

ことの優先順位をつけるなどの判断もつかない。考えさせる機会を与えて 

いなかったと思う。職場でも、同僚の親から朝起きてこないとか、２時間く 

らいは課題に取り組むが、後はゲームに没頭している。子どもがイライラを 

ぶつけてくる、べたべた甘えてくるなどいろいろな長期休業の影響を聞い 

た。 

委 員〇中学生の子がいる。一週間こういうふうにと指示されたことはできるが、２， 

３か月後に提出のものを自分で計画を立ててやるというのは無理だ。社会 

の先生が課題を小分けにして出してくださり、それはやってはいたが、聞い 

てみると、どれも予習なので内容はわからないという。学習面は塾頼みとい 



うのもあるのではないか。 

委 員〇塾に行けない子はどうなるのかと思う。 

座 長〇子どもの姿が見えてきたが、リモートについてはどうか。 

委 員〇子どもの通う学校でも、タブレットでの学習が紹介され、親のタブレットで 

IDとパスワードを入力してログインしたが、サーバーにアクセスが集中し、 

問題の解答を見られるのに３～５分かかった。こういう課題があるんだと 

分かった。依頼を受けている大学の授業も、今年からコマ数が増え、オンラ 

インの授業も始まったが、対面での授業と同じことはできない。 

目標のためにオンラインでどのようにできるか。授業の目的や方略はオン 

ラインでも可能であった。しかし、反応を見て話すことができず、双方向性 

に苦労した。１対１００のズームではスクロールしないと全員の顔が見え 

ない。反応が聞けないので不安、孤独感がある。チャットやアンケートと 

いう方法もあるが、新しい指導方法を取り入れるには慣れがいる。対面から 

モニターになるとやりにくさを感じる。 

座 長〇テレビなどで見ているとリモートは不便を感じないが。 

委 員〇オンラインは、対面と同じことにはならない。どこかに無理がある。 

委 員〇在宅で授業をしている。オンラインで行うことがあるが同じ不安を感じる。 

小中高生の姿は、大人にも通じるものがあり、リモートワークで締切ぎり 

ぎりになったり、生活面が崩れたりするのは子どもだけではない。各学校 

からの聞き取り内容について、どういう形で各校からの声を聞いたのか。 

〇ゲームよりも楽しい勉強は、どうやったらできるか。子どもが興味を持つゲ 

ームというお手本があるので、そういう視点で指導法を考えることもでき 

る。ゲーミフィケーション（ゲームの仕組みを他の物事に応用すること） 

という考え方もあり、そうした視点で考えてみてはどうか。 

事務局〇急遽行ったことなので管理職が回答しているか、管理職から職員に聞いた 

ものを集約していただいたと捉えている。 

委 員〇回答の各項目は単独のものではなく、項目ごとの関連や、特定のグループに 

特徴的なものなどがあるはず。情報を得るだけでなく、そこから洞察が得ら 

れるようにデータを見ていくとよいと思う。 

委 員〇ズームは会議で使っており便利である。これを全家庭でやろうとするとま 

ず親が使い方を知る必要があり、小中学校において全家庭でのオンライン 

授業は難しいのではないか。 

座 長〇オンラインを含め、どういうやり方ができるかということも考えていきた 

い。 

副座長〇オンラインについては親がまず勉強しないといけない。 

子どもがオンライン授業を受けているが、つながりにくかったり、止まった 



りするなどした。そこには、発信する側の課題や受信する家庭環境の課題も 

ある。子どもの側の二極化というより、保護者の家庭環境により差ができや 

すいと思う。子ども改革で子どもをどのように改革しようとされているの 

か。「新しいムーブメントを」とあるが、どういうムーブメントを想定され 

ているのか。 

事務局〇保護者の改革という視点は抜けていた。ムーブメントとしては、まずは教員 

のネットワークを広げ、市内のすべての教員の意識を高めることを考えて 

いる。 

委 員〇ムーブメントやいろいろな改革が大切な中、「システム思考」が大事だ。様々 

    な出来事は水面に見えている。出来事を収集する時にいくつかのパターン 

が見えてくる。その下位には学校は行くべきもの、先生は教壇に立つものと 

いった構造があるが、一番大切なのは、さらに下位にある意識・無意識であ 

る。一つのメンタルモデルとして、なぜ日本で水害、洪水が起こるか。洪水 

は出来事、線状降水帯を早めに感知するなどの行動パターンがあるが、日本 

はメンタルモデルでいうと洪水を容認している国である。ところが行方不 

明者は全力で探す、容認していない国である。ムーブメント、改革を推進し 

ていく時に出来事に執着しない方がよい。長浜の教育は、どういう構造に 

なっているか、わかっているところに踏み込み、掘り下げていったほうがよ 

い。 

座 長〇長浜に特有の意識構造があるのか。 

委 員〇長浜は歴史があり自然も豊かでいい地域であり、土着があると思うが、今ま 

で伝統的に行われてきた地域行事などをコロナ以前からやめる考えの方向 

にあったように感じる。今後、地域の良さを目に見える形で文化を相続して 

いく、いい意味での改革をして形で未来へ残していくことが、子どもたちの 

心の育成につながると思う。その観点から保護者の意識改革が必要である。 

座 長〇コロナ禍にあって行事の簡素化が言われているが、一方で学校では新しい 

ことをとり入れ続けている。やることが増えていくばかりである。本当に必 

要なことは何かを精査する必要がる。 

事務局〇昨年度、コロナ禍の中で来賓も在校生の姿もなしで行われた卒業式だった 

が、保護者席を前の方に持ってくることでとても温かみのある式となった。 

新しい発見も生まれていることは事実だ。残りの限られた期間で通常のこ 

とを行うとなるとしんどいが、柔軟に楽しむ発想の立ち位置に立ち、やる 

べきこと、捨てるものを考えていける学校は生き生き感がある。コロナ禍の

中で様々なことの在り方や向かい方の工夫が問われている。 

座 長〇先生方も優先順位をつけられていないこともあったのかもしれない。今朝 

のニュースでは、鳥取県の学校が近くの三朝温泉に宿泊し修学旅行に行く 



という取組が報道されていた。マイクロツーリズムというか地元を知り尽 

くすという視点も新鮮だ。自分の子どもの時の琵琶湖フローティングスク 

ールの思い出や自分自身が福井県の今庄から高校まで夜間歩行をしたこと 

が印象に残っている。行先よりも仲間とどんな濃厚な体験ができたかとい 

うことが大事なのではないか。 

委 員〇わが子の卒業式に参加したが、在校生がいなくてこじんまりとしていたが、 

先生方の呼びかけがすばらしく感激した。 

座 長〇曳山祭りでは「子どもが主役」というが、若い衆が子どもをどう引き上げて 

いくか、主役は子どものように見えて若い衆だ。学校教育も先生方がいかに 

主役になれるかだと思う。 

委 員〇答えの見えない時代になっている中、医科大学の１年生の感染症の授業で、 

古典から学ぶのではなく、今だからこそ、コロナという生きた教材で学ぶこ 

とができる。ゼロから意味づけ、一から価値づけするチャンスがたくさんあ 

る。問いをいっぱい作ってじっくり考えていくことで新たに考えることが 

できる。子ども自身が先生からこう見られていると捉えている自分を崩し 

たくない子どもの姿がある。先生のことばが子どもにとって大きな価値を 

もつ。先生による対面の価値や先生自身の価値が高まったのではないかと 

思っている。 

事務局〇休業期間中、学習動画は容易に見られたが、子どもたちは知らない人の動画 

はあまり見ない。学校のこの先生の声が聞こえる、顔が見えることで子ども 

は関心を寄せる。先生には子どもの意欲を高める魔法の力があることを改 

めて感じた。だから、学校の先生が言う宿題もするんだろう。今後、休業措 

置に入った場合、たとえ短時間でもリモート的なもので少しの会話ができ 

ることをやっていく必要性があると感じているし、手探りでもやっていき 

たい。先生の価値は義務教育段階では大きなものがあることを再認識させ 

られた。 

 

（４）今後の予定（懇話会委員の参観等について） 

  事務局 資料８により懇話会委員による参観について説明 

 

（５）ご助言（アドバイザー 久我直人鳴門教育大学大学院教授） 

〇活発なご意見に、私自身も視野が広がる思いがした。子どもの変容を促すこ 

とは、そんなに簡単ではないということ。学校再開後、多くの学校を回った 

が、コロナ禍での格差（学力、内面、体力・生活習慣）が拡大している。 

〇ある学校で分散登校を実施した。３０歳代の８年目若手教員が学校の現在 

の状況から宿題を出し続けると必ず提出できない子がいることから、その 



子たちにとっては課題が学習の材料ではなく、借金となってしまうと判断 

した。そこで、課題を解決するために分散登校の午前中の時間の中で、課題 

の進め方を明示し、自学を支援することを提案した。そして課題をやってき 

たときには、「すごく頑張ったね」と価値づけて受け止められるようにしま 

せんかと提案した。その取組を学年から全校に広げていった。教員が「宿題 

を出しなさい」と真面目に言ってしまうと子どもを追い込み、不登校を促す 

恐れがある。こちらは、「よく頑張ったね」というポジティブな受け止めが 

大切である。取組を提案した教員は、学びから遠い子に対する視点がすごく 

熱い教員である。現在、不登校を出さない教員の特徴を研究しているが、そ 

の教員もその特徴を示している。学校が楽しいと思えるように子どもたち 

にポジティブな声かけをしている。 

一方、この時期、子どもたちのしつけとしてプライベートからパブリック 

（家→学校）への心のスイッチの切り替えのトレーニングを全職員で進め 

ることも求められる。 

〇学校は自分を磨き、人とつながる、学力保障と社会性の育成を目指している。 

学びに向かう意欲を高めるためには、友達・先生への信頼が必要であり、学 

びで頑張れたり、人にやさしくなれたりするためには、私は一人の大切な人 

間であると捉える基本的自尊感情がすごく大事である。自分に対する信頼 

を支えているものは家庭である。愛情豊かに育ってきた子は、そんなことを 

言わなくても自分を大切にできる。ところが、虐待、ネグレクト、貧困等、 

いろいろな家庭の中で経済的、精神的に余裕がない中で、愛情がないわけで 

はないが愛情がかけられない家庭がある。結果として、愛着形成不全となる。 

愛されているという確信が、その子の社会性を決める。自分を信じ人を信じ 

られる。自分を信じられない子は他者を信じられない。学力向上プランとし 

て枝葉を見るのではなく、メンタルモデル、内面に働きかけるということが 

ないと社会情動スキルは育たない。やる気はどこで生まれるのか。その根源 

は保護者の関わりである。 

〇昭和は３世代家族、平成は核家族、令和は共働き家庭となった。そうした中 

で子どもの側から見ると０歳～１５歳の間にかけられる大人からの共感的 

な温かな言葉やまなざしが低減化している。その結果、共感してくれる誰か 

がいないため、愛着形成が脆弱化し、共感力の低下を生み出す。勇気づけの 

ボイスシャワーは、子どもたちの愛着の再形成の取組でもある。 

〇コロナ禍で提案していることは、例えば給食の配膳に地域の人に入っても 

らうことである。そして、地域の人のいろいろな言葉かけにより、地域ぐる 

みで子どもたちを育てる仕組み（ＣＳや地域学校協働本部等）を構成するこ 

とを提案している。学校だけでなく、地域ぐるみでのボイスシャワーである。 



子どもたちの心が整うことで、共感力が高まるとともにポジティブ思考と 

なり、チャレンジを生む子どもたちになっていく。出された課題を自律的に 

進めることや生活規範を自分でコントロールすることは、大人でも難しい。 

子どもたちに適切な支援をして自学できる仕組みにしていくことが求めら 

れる。 

６ 閉会あいさつ 

教育次長 

〇委員の皆様には、長時間にわたり様々なご意見を頂戴し、意見交換していた 

だいた内容をワーキンググループにも返していきたい。特に学習面は塾頼 

みとなっている現状、対面とオンラインでの成果と課題、ゲームより楽しい 

勉強、教師が主役になってはいけないが、そうすることで子どもが主役とな 

っていける等。システム思考。コロナ禍で教師の立場が高まったのではない 

か。こうしたことを学校現場に還元していきたい。 

〇久我先生には、専門的な立場からご助言をいただいた。子どもたちがチャレ 

ンジを生む子どもたちに育つよう、今後、この懇話会の取組が進んでいけば 

と考えている。委員の皆様には、ご自愛いただき、今後ともご活躍いただき 

ますよう、お願いし、お礼にかえさせていただく。 

 

７ 閉 会 


