
「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト 第３回懇話会議事要点録 

 

Ⅰ．日 時：令和４年２月１８日（金）10：30~12：00 

Ⅱ．場 所：オンラインでの開催 

Ⅲ．出席者：川瀬 順子委員、川瀬 寛子委員、清水 孝弘委員、鳥塚 貴絵委員、 

      中山 郁英委員、福永 諭介委員、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、筧教育指導課長、 

中北教育改革推進室長、鐘居副参事、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 〇本日はリモートの形式であるが、皆様ご多用の中、出席いただきお礼を

申しあげる。 

    〇「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクトでは、メンバーである先生

方がそれぞれのグループで取り組んでいただいたことを校長会や市の

教育研究発表大会の場で実践発表していただいている。懇話会委員の

皆様にも各グループの先生方がこの１年間どんな事を考え、どういう

ことに取り組んで、どういった手ごたえを感じているのかをお聞きい

ただきたい。また、これを来年度に向けての指針にしたいという思いで

ある。 

〇こうして話している私自身がリモートの会議に不慣れで、完全に違和

感をぬぐえていないが、どうか活発なご意見をお願いする。 

３．議事 

   事務局より資料に基づき、報告 

（１） ワーキング会議委員の実践発表について 

① ２/７（月） ２月校長会     〈９コア会議〉 

② ２/９（水） 長浜市教育研究発表会〈2 コア会議〉 

③ ２/24（木） ２月定例教育委員会 〈5 コア会議〉 

（２） 学校 ICT 活用推進に係る２学期の取組状況について 

① 学習用端末の利活用状況（２学期）の結果 

② 「Qubena」導入に係る効果検証 

（３） 令和４年度「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト 

〈質疑〉  

委員  〇NGK について、長浜でこういう切り口で会議を開催するに至った経緯 



やねらいを教えてほしい。 

事務局  〇教育現場の最前線であり、実践部隊である若手・中堅の先生方に加え

て、校長先生方にリーダーシップを発揮していただくことが重要で

あるとの認識のもとに、NGK 会議を開催させていただく。 

委員   〇来年度は重要な場が新たに設定されたという理解でいいか。 

事務局  〇はい。 

４．意見交換 

（１） 説明 

事務局より、資料に基づき、すべての学習の基盤となる資質・能力の説明

および言語能力について説明 

（２） テーマ「すべての学習の基盤となる資質・能力の育成について」 

◇言語能力の確実な育成 

松井座長の進行により、意見交換 

    座長   〇言語能力と言うと、国語科というイメージがあるが、国語にとらわれ

ず、すべての教科の中に言語能力と言語活動があるということと、今

までの授業は何を教えるかという中身や内容、方略といったところ

が中心だったが、言語能力や資質、能力といった何ができるようにな

るのかというコンピテンシー（資質・能力）ベースへの教育に変わる

ということ。そのための方法や評価が難しくなり、それをどうやって

アセスメントしていくのかというところも大事なポイントになって

くると思う。この話は難しい部分もあるので、まず、皆さんにとって

言語能力と聞くとどんなイメージなのかというところから議論を始

めましょう。 

    委員   〇私にとって言語能力は自分の内面にあるものを表に出して、伝える

ことができることだ。中にあるものを伝え合っていくことがコミュ

ニケーションだと思う。 

    座長   〇まず、最初に心の中に景色や感情があって、それを表現する活動とい 

うイメージですね。 

    委員   〇何か伝えたい気持ちがないと言語にはならないと思うので、伝えた

い気持ちだと思う。気持ちがまずある。 

    座長   〇先ほど内面にあるものという話があったが、内面にあるものがあっ

ても、それを伝えたいというモチベーションがないと言語にはつな

がらないという指摘で、リンクしている。 

    委員   〇周りがどれだけ引き出してあげるか、対話してあげるかということ

ではないかと思う。なにかしらの思いや感情が子どもにはあると思

うので、それを引き出す環境が、友達であったり、家族であったり、



学校であったりする。しゃべれない子に対して引き出しを開けるこ

とができるかが１つ。そして、本を読む環境。今の子どもは小さい時

からタブレットで動画を見てることが多い。いい部分もあるが、やは

り本をじっくりと読むことはいい。本を読む環境がもっと整うとい

い。 

    座長   〇伝えたい気持ちだけでなく、それを引き出す環境、そして本はいろん

な言葉と出会うための環境ということですね。語彙を増やし、感情を

伝える言葉を取得できる。 

    委員   〇私は歌を歌って、歌を教えている。歌やオペラは詩や物語からできて

いる。こうした言葉の世界に触れることで、自分の中が豊かになって

いくという感覚がある。それを歌にのせて、音楽にのせて誰かに伝え

たいという思いで、私は芸術活動をしている。しかし、もとはやはり

相手の言葉を理解したい、相手のことを理解したい、そして自分のこ

ともより理解してほしいから、どういう言葉で話そうと考えて話し、

文章で伝えようとしているのではないかと思う。大事なのはコミュ

ニケーションをとりたいという気持ちではないかと思う。 

    座長   〇先ほどから、自分の内面、伝えたい気持ちという話だったが、相手を

理解したいという面もある。世界は広がる。 

    委員   〇相互理解だ。相手がどんな言葉を使うのかということから、自分もや

りとりを豊かにしているのではないだろうか。 

    委員   〇（図１を示す） 

          皆さんの話を聞きながら考えていたが、私の考える言語能力はこの

図のようなもの。（注：現本は手書き） 

 

真ん中に人がいて、それに対してインプットとアウトプットがある。

インプットの対象にはヒトがいて、モノ、コトがある。そこから何を
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読み取るのか、相手から何を受け取るのかという能力がある。もう一

方でそれを自分で表現するアウトプットがある。その対象はヒトも

あるし、モノ、コトもある。自分が思っていることを適切に表現し、

相手に伝える。そう考えると、インプットもアウトプットも相手がい

て、文脈を読み取る力、それがどういった背景によって発言されたも

のか、表現されたものなのか、自分が表現する時もどういった人に伝

えようとしているのか、どういう時代背景で何をやろうとしている

のかという社会的なものを含めて、能力として獲得していくのが言

語能力だと思う。言語能力はコミュニケーションのベースになるも

のである。自分一人しかこの世にいなければ、何かを読み取り、何か

を伝える能力は必要ない。相手がいて、相手のことを考える事が大切

だ。 

    座長   〇インプット、アウトプットには両方宛先があるということから始ま

るコンピテンシーであるという話ですね。 

    座長   〇皆さんから言語能力について話を伺ったが、この能力はどうすれば、

学校現場や家庭学習、地域との活動といった広い意味での教育の中

で豊かになるのかをそれぞれの立場から話してほしい。 

    委員   〇今、０～２歳児の未就園児を連れた保護者を対象とした子育て広場

にいる。そこで感じるのは、差があるということ。本当に差がある。

２歳で大人と対等に話す子もいれば、まだ「お茶」しか言えない子も

いる。子どもにどういった関わりをしているのか、どういった家族構

成で暮らしているのかによって、まったく違う。資料 7 で示す小学校

に入るときの「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」にすでに差が

あって、その差があるところにその上にものを持ってこようとして

いる。「児童の書きチェックの変化」の中に、「いぬ」とあるが、犬の

写真を見たり、本物を見たりして、犬というものを理解しているとこ

ろに言葉がのってくる。認識がまずあっての言葉だと思う。「育って

ほしい姿」がちゃんとできているのか。そこの差はどう見極めるのか。

小学校に入ったときにすでに差がついているものをどうしたらいい

のかと資料を見て思った。 

    教育長  〇小学校に入学したときに同じスタートラインに立てていない子ども

たちが結構いるのではないだろうか。これは小学校の先生方に聞い

ても、同様の思いを持っておられるのが現実だ。でも、私が一番問題

にしたのは、それをきちんと測るものさしを持っているかというこ

と。多分理解できているだろうという前提で進んでくと、小学校３年

生、４年生あたりで本当に大きな格差になる。OECD の PISA（生徒



の学力到達度調査）の結果を見た方もおられると思うが、その中に読

解力の調査がある。公開されている問題を見るとそんなに難しい問

題ではない。普通に読めば、当然答えられるレベルの問題を答えられ

ない高校生もいる。高等学校に進学する子どもたちの状態もそうだ

としたら、小学校の早い段階でなんとかしなければならない。文章を

読んで、その子どもは理解できているのか、それをきちんと令和４年

度から測っていきたい。ものさしを持って、３歳の時にはこのくらい

の言葉の量を持っていた子どもが４歳、５歳、小学校１年生、２年生

とどんなふうに変わっていったのか。こういう取り組みをしたから、

言葉の量が伸びている子どももいれば、そうでない子どももいる。そ

うでなかったとしたら何が足りていないのか。本を読みなさい、読書

に親しみなさいだけでは、すべての子どもたちを支援することは難

しいのではないか。この取組はまだ本格的にスタートラインについ

たところで、この先やっていく中で、新たな課題が見えてくるだろう。 

〇もう１つ懸念しているのが、単純な言葉で表すという文化が浸透し

ている。例えば、「キモい」「ウザイ」「ムカつく」といった単語では

すべて自分の感情を表現できない。「ムカつく」でもいろんなムカつ

く程度があり、そこを表現する、伝えるそういう能力を子どもたちに

養わなくてはならない。そのためにも状況を把握するものさしを持

って、やっていかなくてはいけないというのが我々の基本的な立ち

位置だ。 

    委員   〇私は、小学校の特別支援員として６年間勤務したことがある。担任プ

ラス１というのは子どもに丁寧に関わることができ、担任の大変な

ところ、見逃しがちなところをフォローできた。その時は思わなかっ

たが、理解が難しい子たちに合わせていくことで、わかっているよう

で本当はわかっていない子どもたちも丁寧に授業を受けることでき

ており、メリットになっていたのではないか。今の生きづらい時代を

生きる子どもたちに、丁寧に生きる力をつけていくということが小

学校の間に大事だと思う。そのために専門性を持って、的確に見てい

けるかが大事だ。先生は標準的な学力を見なければいけないという

ところに追われがちなので、フォローしていける力があると、先生方

も子どもたちも余裕をもてるのではないか。 

    委員   〇先ほどの図で、インプットとアウトプットに課題がある子には最初

に先生や大人が関わって、練習し、身に付けたもので、友達とのイン

プット、アウトプットができるようになるという流れがあるといい。 

    教育長  〇令和４年度に幼児教育で考えていることを参考までに話す。言葉に



こだわってやってもらいたいという思いがある。３歳児は外に対し

ての興味関心が強くなる時期で言葉を念頭にいろいろな保育活動が

できないだろうかと考えている。私たちが子どもの頃、寝る前にお母

さんやおばあさんがお話をしてくれた。読み聞かせではなく、子ども

の状態状況に応じて、知っている話をアレンジして聞かせる。これを

ぜひ幼児教育の先生方にやってほしいと話をしている。そうしたこ

とをやって、検証していく。やる前はこうだったが、やったらこうだ

ったという成果を元に、やってよかったこと、改善しなくてはいけな

いことを幼児教育職も把握しながら、小学校へのバトンタッチにつ

なげていきたい。「この子たちはこのレベルの言葉の力を持って小学

校に上がります。それを念頭において国語の授業に取り組んでくだ

い。」といったバトンタッチをして、小学校で語彙力調査をして、し

っかりみとる。２～３年やれば成果が出るというものではないので、

継続させていきたい。 

    委員   〇そうした活動がどう小学校に引き継がれるか、どう連続性があるか。 

          資料６でもあるようにその接続が大事なポイントだ。 

    委員   〇子どもは自分が安心できる場所、失敗してもいいと思える場所、見守

られていると感じることで主体性を発揮できると聞いたことがある。

幼児期の言語能力を測るものさしを持つということだが、少し懸念

するのは、それが安心できる場所で豊かなものであればいいが、幼児

教育職や教職員がノルマや一律の結果を急ぐ形になってしまわない

かということだ。 

    委員   〇コンピテンシーベースに取り組むとき、評価をするためにルーブリ

ックを作る。今後、言語能力を測るものさしを作るとなると、ルーブ

リックになると思うが、それを作っていく作業に相当な力がいるだ

ろう。また、コンピテンシーを評価していくには、一人一人を観察す

ることが必要で、３０人いても評価できるのかと心配する。 

    委員   〇私は、秋に社会教育主事講習を受けた。そこでルーブリックを使って

自分で評価した。ルーブリックを何のために作って、どう使うのかが

大切だと思う。社会教育主事講習の場合は点数がつくわけでなく、自

分自身が振り返るために作って評価する。それぞれの授業でどうい

った能力を身に付けるかと言う項目があり、７月、１０月、最後１２

月に自分で評価し、評価した理由を自分で分析する。学校の先生が使

うルーブリックもあれば、子どもたち一人一人が使うルーブリック

があってもいいと思う。評価をするときは先生だけでなく、子どもた

ちも自分で評価できるのも大切だと思う。 



          （図２を示す） 

                             

          

先ほどの教育長がおっしゃっていたことはこういうことかと思い、

図にした。（注：原本は手書き）縦軸が学力、横軸を年数とし、小学

1年生のA君とB君がいたとすると、A君とB君の学力の差がある。

この差を確認して、フォローができないと学力差は開いていく。先ほ

どの図１であったみたいに、インプットの質にも言語能力が関わっ

てくるので、最初の差を放っておくと、得られる情報量に差が出てき

てしまう。どこかで取り返しがつかない、埋めるのが難しくなるタイ

ミングが来る。なので、早めに手を打とうということではないか。そ

こで大事になってくるのは、測るときに一人一人の角度の上がり方

を測っていくことだ。平均で考えるのではなく、個人個人の差を捉え

て、どれだけ上げられたのかを評価していく。平均より下回ったから

駄目ではなく、そもそものベースが違うので、元のところからどれだ

け変わったのかという差分で考えていく必要がある。 

    教育長  〇今の話の通りだ。就学時点で一定の学力差が存在している。これは決

して縮まることはない。それが完全に固定化されるのは、高等学校へ

進学したあたりから。これが日本の、滋賀県もそうだが、教育施設で

はみんなそれを事実として受け止めている。有名大学へ進学してい

く子どもたちがたくさんいる高校とそうでない高校。完璧な学力差

がある。でも、そうでない高校の先生方はその学力差を埋めるには高

校レベルでは難しいという状況だ。教育格差というと子どもの貧困

ばかりクローズアップされるが、私はこれが新しい教育格差なんだ

ろうと思う。この教育格差を同一レベルまでもっていきたい、無くし

ていきたいというのが具体的な願いだ。この先どうやってという見
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通しは漠然としていて立っていない現状だが、とにかくできるとこ

ろから取り組んでみたい。学力を向上させろといろんな人がいろん

な立場から言うが、基本的にこの部分に手をつけなければというの

が私の率直な思いだ。今、幼稚園に行っている子どもたちが中学校に

上がる時に、学力が低の状態にいた子どもたちに力をそこそこつけ、

学力上位の子どもたちも伸ばしていくという状況が理想だ。とにか

く、この理想を目標において、進むしかない。 

    委員   〇すごいことにチャレンジしようとされていると思う。これは教育委

員会の会議なので、学校教育のことを話すわけだが、教育はほかに家

庭教育もあり、社会教育もある。本当は全体で担わなければいけない

話だが、学校という現場で何ができるんだということを真剣に考え

られているということだ。一市民として、一人の親としてありがたい

と思う。 

    委員   〇NGKの会議で今の教育長の思いやメッセージが校長先生の思いにな

って、校長先生の思いや考えが先生たちに伝わって言葉の端々に出

ると、児童生徒に伝わって、もっとやる気になるのではないか。あき

らめた部分とか、自分を固定化させてしまうセリフを先生や親から

言われてしまうことがある。そうではなくて、この差を埋めていこう

というのは、大事な基本姿勢だ。聞かせていただき、私も同じ気持ち

になった。ありがとうございます。   

    委員   〇学校教育に関してはこうした会議の場もあるが、家庭教育に教育委

員会からメスを入れるというようなことはあるか、もしくはすでに

やっておられることがあれば伺いたい。  

    教育長  〇家庭への啓発は、非常に難しいというのが実感だ。家庭学習の手引き

を作っている学校が多く、家でこんな風にこれだけ勉強させてくだ

さいというが、お父さん、お母さんにしてみれば、学校の先生ができ

るようにしてくれないと、家でその役目を担えと言われてもなかな

か難しいという思いがあるのではないか。ここにも教育格差という

問題があって、家庭にたくさん本があるとか、高等教育を受けた保護

者の家庭とそうじゃない家庭は当然熱意もちがうだろうし、考え方

も違うというのが現実だ。今の子どもたちが親の世代になってきた

らという、長い目で考えなくてはいけないのではないかという気も

している。 

座長   〇教育だと長い目で見ていくことも大事だ。実際、資料３－１の確かな

学力というところで、小学校は「言語活動の充実」や「表現する力」

が書いてある一方で、「家庭学習の啓発」も 10 個ある。「家庭での読



書習慣の確立」も書いてあるが、ここへのアプローチは難しい。むし

ろ学校の中で何ができるかというところに主軸を移していくほうが

より期待できるというスタンスということでよろしいか。 

     〇先ほどの図２で考えていたことで、医学教育では、基本的な医学知識

が足りない集団を集めて、もう１度教育を施したり、知識はあるが、

コミュニケーション能力に課題がある人にどうしたら患者さんに一

般的な言葉で、表現できるかというロールプレイをするなど、より現

場でフィットするようにしていく。先ほどのものさしは何のために

作って、何のために使うのかについての議論があったように、自分の

能力に気づいて、それに合わせた次の学習の機会を設ける。それは授

業をレベルで分けるというやり方もあれば、同じ授業を受けても、め

あてが違ってもいい。この生徒はこのめあてでこの授業を受ける、ま

た、他の生徒は違うめあてで同じ授業を受けることがあってもいい

と思っている。そうしたことが現場でより意識してできれば、非常に

有効な授業になると思う。 

委員   〇今、おっしゃったことが、特別支援学校で行われている当たり前の専

門性の部分である。特別支援学校では、それぞれの発達がそれぞれ過

ぎて標準の発達に当てはめられない。そのため 1 つの発達段階をあ

げるために１０項目くらい目標を立てる。そういったことをしてい

かないと、彼らの発達段階を上げていくことが見ていくことができ

ない。小学校は一定できているという前提で就学をしてきて、必ず次

は２年生に上がらなくてはいけないため、１年生のことは１年生の

うちに済ませなければいけない。理解できるようになってくれない

と困るという前提で進む。ところが、個々で見たときには、全然違う

課題をみんなが持っていて、まずはその課題に本人が気づく。そのう

えで、課題がある子にはまずはこれからやろうと、５つぐらいのスモ

ールステップを作る。この作業をすることで、そのうちに自分でステ

ップが見えてくるので、自分で考えていく力になる。それを先生が 30

人の子ども一人ずつにやれるかといえば、かなり難しいと思う。そう

いった視点は特別な障害がある子じゃなくても必要なことではない

か。本来、教育はオーダーメイドだと私は思っている。 

委員   〇30 人の観察は難しいということだが、授業の中で、生徒たちが何割

くらいしゃべっている時間があるかは客観的に見れる。クラスのグ

ループ討議でその子が何割くらいしゃべっているか。あと、私がいつ

も見ているのが、レポートの記載量と論理性。たくさん書くけど論理

的でない子もいれば、短い文章で論理的に書く子もいるので、書いた



もので評価することでも言語能力の評価はできるのではないか。発

話量と記述量とその質といったところは、授業の最中では難しいが、

あとから検証すれば測っていけるのではないか。自己評価ができれ

ばいいが、自己評価はあてにならないという論もある。客観的評価も

重要ではないか。 

委員   〇客観的評価も大事というのは本当にそのとおりだと思う。先ほどの

社会教育主事のルーブリックも自己評価でやったが、自分はどう評

価したのかをペアで振り返る時間があったが、そもそも評価の仕方

が違う人が結構いた。私の場合はどれだけ状況を変えられたか、外と

の関係性で評価していたが、私が対話した人は自分の中で自分がど

れだけ変わったかを評価していて、評価の方法が全然違っていた。し

かし、それぞれが自分の状態を把握するにはよかったし、自分で評価

するという気持ちを持つのも大事だと思った。それをちゃんと外か

ら見てくれていて、君にはこういうところがあるよとか、この段階は

こうじゃないとか言ってくれる人がいるのは本当にありがたいこと

だと思う。 

委員   〇お互いにそういう評価を緊張感なく、安心して友達同士でできるク

ラス、学校があってはじめて、表現してみよう、言葉にしてみようと

いう気持ちがわいたりする。今以上に、言語能力のための実践共同体

やコミュニティづくりを意識して、校長先生やいろんな先生から「み

んなで学んでいくんだよ。」「みんなで話すことがみんなの勉強にな

るんだよ。自分のためになるんだよ。」と声かけて、どんどんお互い

が学びあえて、みんなのいい表現を交換し合おうという機運が作れ

るといい。 

委員   〇3 歳 8 ヶ月まで乳幼児の健診があるが、受検したお母さんがへこんで

帰ってくる。差があるということをお母さんや家庭が認めて、先ほど

の図 2 のように角度の上がり方、今はここでもこう上がっていった

ということを見ればいい。今下だからダメではなく、先ほど話にあっ

たように、それぞれめあてが違う、向かう方向が違う、ここからここ

までできればいいとご家族みんなが受け止めていないと、うちの子

だけ課題が少ないとか、うちの子だけめあてが低いとなる。ご家庭に

学校からの声かけがあればいいと思う。 

委員   〇家庭教育・家庭学習の話があったが、発信することでお母さんのマイ

ンドやお父さんの関わりが変わることがある。そこを意識して発信

してもらうと変わると思う。小学校で三者懇するとか。1 年生でこれ

だけがんばってるから、3 年生の漢字まで書いていいよとか、ひらが



なのここの線が弱いから、おうちでも強く書こうとか。そういう風に

話してもらえると家庭にもさざ波を起こせるのではないか。あきら

めてはいけない。 

委員   〇その子がどれだけ成長していけるかを見ていくことは大事だと思う。

自分の能力を自分で気が付くことは、次の学びを自分で選ぶことに

つながる。それが主体的な学びになっていくと思う。大事なことだ。 

委員   〇同じことを思う。個別最適の学びに直結している。 

委員   〇家庭教育のあり方だが、学校からこうしてくださいという通知は来

るが、読み込まれていない。お母さんが読んで、お父さんは読まない

ということもある。私は、学校が教育をになうものだという考え方は

違うと思う。やはり家庭教育が変わらないことには、学校だけで頑張

っていただいても変わっていかないのではないか。少しずつでも親

に気づきを促すアプローチができればと思う。 

委員   〇合唱の指導でも今のことはよくわかる。練習を豊かな場にしてほし

いと思っている。子どもたちには歌を歌うときにこの詩は何が言い

たいんだろう、この詩を作った人はこんな人生を過ごした人で、こん

な時に作った歌だよと伝え、言葉、詩の部分を深められたらいいと思

って取り組んでいる。お母さんたちにも今日こんなことがあったと

報告しており、家庭で話題にしてほしいと思っている。こちらからア

クションを起こさないと自然とできるものではないと実感している。

学校から何かしら伝えるのはいいと思う。 

〈まとめ〉 

座長   〇長浜市の教育をこうしていくんだ、長浜市でやりたいんだというメ

ッセージをしっかり出すことは大事だ。教育格差を学校の中で埋め

ていくんだということはいろいろな人に響く。長浜の小学校、中学校

が、安全な場所で話しやすくなる、楽しいコミュニティになって自然

と言語能力が身につくという場になると、その上に学力が積み重な

っていくだろう。期待するひと時になった。ありがとうございました。 

５．教育部長あいさつ 

教育部長  〇新しい年になって、また 2 月になってからも皆様御存じのとおり、新

型コロナウイルスが猛威を振るっており、市内の保育園、認定こども

園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校の多くが休業する事態と

なっている。本日の会議もオンラインでの開催にせざるを得ず、こう

したことが今後のスタンダードになっていくのではないかと思う。

学校現場でも ICT の活用が進み、オンラインでの授業や課題の提示

など、今までとは違う形で定着するだろう。一方で直接顔を合わせな



いことで、児童生徒の表情や反応を見ることができない、思いが伝わ

っているのかどうかがわからないということもあるようで、思いや

考えをしっかり伝える工夫がこれまで以上に必要になってくると思

っている。本日の会議では、言語能力の確実な育成をテーマに議論い

ただいた。自分の思いを言葉にして相手に伝える力、相手の思いを理

解してお互いが建設的な話ができる力はこうした時代であるからこ

そ必要で、学校教育でこうした力をしっかりとつけていくことが求

められている。本日の皆様の意見を参考にしながらしっかりと進め

ていきたい。一年間お世話になりました。          

     

６. 閉会 


