
令和３年度 「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト

第２回 ワーキング会議

日時 ： 令和３年８月５日（木） １３：３０～１６：００

場所 ： オンライン会議

『すべての子どもたちの可能性を引き出す』

長浜の教育の実現に向けて

～学力向上に向けた市内各校での確かな実践の推進～



第1回ワーキング会議について

第１回ワーキング会議

1.日時 令和3年5月10日（木曜日）午後3時から午後4時30分

2.場所 長浜市役所本庁舎1階 多目的ルーム

3.内容 委員就任依頼状の交付、プロジェクトの概要説明、グループ協議



第１回懇話会

1.日時 令和3年7月28日（水曜日）午前10時00分から午前12時10分

2.場所 長浜市役所本庁舎５階 教育委員会室

3.内容 座長・副座長の選出、プロジェクトの概要説明、意見交換

第1回懇話会について



氏名 所属 役職等 区分/主な活動 備考

1 川瀬　順子 みんなのいばしょ　結  代表 官民各種団体 新規

2 川瀬　寛子 子育て広場スキップ 子育て支援員 官民各種団体 継続

3 清水　孝弘 長浜市ＰＴＡ連絡協議会 幹事 保護者代表 新規

4 鳥塚　貴絵
長浜市民オペラ合唱団指導者

地元オペラ歌手
指導者 官民各種団体 新規

5 中山　郁英 合同会社　kei-fu

共同創業者

プロジェクト

マネージャー
民間産業界関係者 継続

6 西川　雅英
西川税理士事務所代表   一般社団

法人「みらいの学び研究所」
代表理事 民間産業界関係者 新規

7 福永　諭介 ㈱フロッグハンズ
湖北学生応援会議｢ニョッキッキ｣代表

代表取締役 民間産業界関係者 新規

8 松井　善典 浅井東診療所 所長 官民各種団体 継続

令和3年度 「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト 懇話会委員
（敬称略）



■ 全ての子どもの可能性を引き出すために

■ 児童・生徒、教師、保護者、地域が取り組むこと



児童・生徒

全ての子どもの可能性を引き出すために

～児童・生徒、教師、保護者、地域が取り組むこと～

年齢の近い子どもたち
で定期的な取組ができ
れば （先輩との交流）

学校のルールなども自分
たちで考え、よりよいもの
を作りだす体験にすれば

今の子どもたちは答えが
速く出るものに飛びつくが、
続けることが自分を強くす
るのだと思うみんな一緒

みんな同じがい
いと思わないで

難しいことにチャレンジしていない
楽しいだけの勉強では学力はつか
ない

教 師

いろいろな考えの人がいる
が、先生は自信をもって筋
道を通していけばいい

学びの先に何があるのかわからない子どもたちに
負のコンプレックスが積み重ならないように…
学ぶことで何が得られるか その答えが学校の中
にあるといい

教師同士が対話をすべき
また、保護者とももっと話を
してほしい

一人一人全然違う存在だという意識が大切
学校全体で子（個）を見ていくことで、誰も取
りこぼさなくなるのではないか

職員室の可視化

ともに子どもを育てていくパー
トナーとして保護者・地域を見
ていく

先生がチャレンジしていく
姿を見せる

保護者

長浜市をもっとPRすればいい
誇りに思えることがたくさんあ
る

地 域

地域での３世代
交流を進める

学童保育の公
正な選択

子どものモチベーションの高め方
子どもの問題等どう対応したら
いいかわからない

保護者も学び
続けることが
大事

学校では得られない学び場の
提供 （人材・場所）



コア会議中間報告

A H グループ ： ５い
B D グループ ： ５ろ

・ 1グループ15分程度 （質疑応答を含む）

・ 進行等はGLでお願いします。

C F グループ ： ５は
E G グループ ： ６は

（１） 時間 １３：４５～１４：４５

（2） 場所

（３） 発表

A 林　大祐 B 木谷  良平

C 大橋 亜由美 D 岡﨑　隆祥

E 二宮　直子 F 鳥居　誉

G 林　のぞみ H 杉本　智美

進行：グループリーダー

ロイロノート
資料箱→ ワーキング会議（みらプロ専用）→中間報告



①
・主体性に欠け、受け身の姿勢が目立つ。　　・基礎基本が定着していない。
・一人ひとりの学習習慣の定着に差があり、学力の差になっている。

②
・自尊感情が十分でなく、やや主体性に欠ける。学習意欲が十分でない。
・地域の行事な参加できていない。　　新聞や本を読む機会が少ない。

①
・家庭学習の習慣がなく、学習内容の定着や学力向上に結び付かない。
・低学力の児童が多い。　　最後までやり遂げる粘り強さに欠ける。

②
・考えを発表したり、友だちと比較して広げたり深めたりする力が弱い。
・文章や資料を読み解く力が弱い。　　個々の学力差が大きい。

①
・基礎基本の定着や学習に向かう態度、学習規律の確立に課題がある。
・粘り強く主体的に学ぶ力が低い。自己表現が苦手である。

②
・最後まであきらめずに根気強く取り組めない。
・家庭学習の習慣が身についていない。　・自分の考えを言葉にできない。

①
・学力の二極化。　・自己肯定感が低くお互いに高め合おうという意識も低い。
・受け身で、自分から発信する力に欠ける。

②
・自分の考えを相手に伝わるように表現する力が弱い。
・読むこと書くことに苦手意識が強い。　　・主体性に欠ける。

①
・自らの意思決定力や行動力に弱さがある。　　・学びの向上につながらない。
・家庭学習で課題意識をもった取組ができない。

②
・自ら問いを立て、解決策を見出す力.　・家庭学習の時間が取れていない。
・主体的、創造的に物事を考えたり、取り組んだりする姿勢が弱い。

①
・情報を比較関連させて分析整理したり、自分の言葉でまとめたりする力が弱い。
・文字離れが顕著で読書の習慣がない。　・家庭学習の習慣が定着していない。

②
・失敗する経験が少なくたくましさに欠ける。　・自信をもって発表できない。
・比較、思案、指摘など考えを深める力が弱い。

①
・学び方の二極化。　・自分の考えを理論立てて記述したり発言したりする力。
・自分の力で進むたくましさに乏しい。　・人前で自信を持って堂々と話せない。

②
・相手を意識して話すことや思いを伝えることが苦手である。
・自己肯定感や学習に対する向上心が低い。

ブロックテーマ 身に付けさせたい資質・能力課　　　　題

B
自分の思いを表現できる子どもの育成を

目指して

自分の考えを文章や言葉で表現できる
対話を通して学び合える力

A 子どもたちが学びを実感できる授業づくり
・自己表現力の向上（ためらわずに話す、書く）
・主体的に課題解決に取り組める力

C
自分の思いを相手に伝え、

相手の思いも聴ける学級集団づくり

・自己表現(自らの気持ち、考え、説明する等）する力
・相手の思いや考えを聴ける力

Ｄ
ことばの力の育成

　
 ～表現する力に着目して～

・主体的に授業、学びに向かうことができる力
・そのためのことばの力（表現する力、相手に伝える力）

Ｅ
課題に対して主体的に取り組み、

 自らの考えをを表現する子どもの育成

・主体性（自ら考え行動する）
・表現力

Ｆ 主体的に考え,表現する力の育成
・主体的に学習に取り組む姿勢や、自分の思いや考えを伝える
力
・友だちとの交流を通して、考えを深める

Ｈ 未来を見据えて、自ら学ぶ子どもの育成
・生活を主体的に向上させようとする力（特活を中心に）
・要旨を捉えて自分の考えを表現する力（教科を中心に）

Ｇ
主体的に課題に向き合い、

自ら考え 表現する子の育成

・「わかりたい」「できるようになりたい」と思う

①自分にとって必要な学習を考える→自ら学習することにつな
げる（自らの課題に気づき行動する力）
②課題解決に向けた自分の考えをもつ→クラス全体に向けて自
分の考えを伝える（自分の考えをもち、表現する力）

①
・学力の二極化　・家庭環境に課題のある子が多く、自尊感情が低い。
・家庭学習の習慣が定着しておらず、基礎的な理解が不十分である。

②
・最後までやり切る達成感や成功体験を味わう経験が少ない。
・学習習熟の個人差が大きい。思考力、表現力、読解力が弱い。



ブロック会議

（１） 時間 １４：４５～１５：４５

（２） 内容

〇 コア会議の報告（成果と課題）からその要因となるものを追求し、
学力向上への手がかりを探り出す。

〇 指標の確認と修正・改善
〇 今後の取組 （方法・検証）

〇 校内・他校との取り組みに連動していくために

・第1回の記録を参考にして付け加える。
・1学期の成果と課題を新しく作成する。

・ワークシートをもとに今後の取組を考える。



成 果
課 題

さらに、どのように学ばせるか （取組・しかけ・検証方法）指標 （内容・質をどうみとっていくか）

ブロックテーマ

＊ブロック会議 コア中間報告を受けて

コア名

原因と思われること

校内・他校との取り組みに連動していくために

＊ブロック（コア）会議 今後の取組

原因と思われること

学力向上に結び付けていくために課 題

定量的目標
定性的目標

テーマに合わせてみとっていく

新しい取組にチャレンジ
継続的な積み上げを大切に

みらプロ委員が動きを作る

子ども主体の視点



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

全体会①

B会議①
１０日

コア会議
実践

（随時開催）

全体会②

B会議②
5日

B会議③
27日

まとめ提出
１９日〆切

意見交換会 B会議④

全体会③
取組報告

懇話会

懇話会①
28日

参観 意見交換会

懇話会②
２６日

懇話会③

Ｒ３年度事業スケジュール

※懇話会委員による参観については、学校に予定をお願いしている。
※１１月予定の意見交換会は、懇話会委員がワーキング委員と議論する。（９・１２・１６日）



すべての長浜の子どもたちの幸せのために

委員の先生方には、様々な学びを積み上げていただいていること、深く感謝申しあげます。


