
「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト 第 1 回懇話会議事要点録 

 

Ⅰ．日 時：令和 3 年 7 月 28 日（水）10：00~ 

Ⅱ．場 所：長浜市役所 5 階 教育委員会室 

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、西川 雅英委員、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、栗林推進員 

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 〇お手元に配布した資料は今年の全国学力・学習状況調査の小学校６年

生の質問、『あなたは国語についてどのように思っていますか、あては

まるものを選んでください。』の結果です。「国語の勉強が好きだ」と答

えている子どもはだいたい 80％以上、「国語の勉強は大切だ」と答えた

子どもは 80％いる。「国語の授業の内容がよく分かる」も 80％以上で

ある。しかし、学力テストの正答率は低い。各学校で行っている学校評

価、子ども向けのアンケート調査を見てもだいたい同じ傾向である。 

        〇どうしたら学力が高くなるのかを考えるときに、教育委員会や学校だ

けで考えるのではなく、いろいろな立場で子どもと関わっている、また

は子どもを通じて、いろいろな保護者とも関わっている方に集まって

いただいて、率直な意見を聞かなければという思いで始めたのが、この

「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクトという事業である。そのた

め、ここまでの目標でよいということは一切ない。むしろ私は永久に続

けていかなければいけないと思っている。大変先の長い取組になると

思うが、それは、学校や教育委員会に課せられた使命だと思うし、それ

を抜きにして、教育を語ることはできないと思っている。 

〇子どもの言葉は「まんま、ぶーぶー」から始まり、就学時に、多い子は

語彙を 1 万語ぐらい獲得している。平均で 6000 語ぐらい。でも最近、

5000 語を下回る子も出てきている。様々な原因があるが、家庭の中で

の読書環境が非常に大きい。どれだけ家に本があるかということだ。 

        〇実は昨年、教育センターが語彙調査を実施した。これは、小学校 1 年生

の 2 学期はじめに、「いぬ」と聞いてそれをひらがなで書くという簡単

な 10 問の調査だ。ある学校の結果を見ると 3 分の 1 弱の子どもたちの



正答率が 2 割以下だった。書けない。学力とか読解力とかいう以前に、

格差が生まれていることを改めて感じた。 

        〇去年の今頃盛んに言われたのが Zoom を使った学習だ。それができる

のかできないのかと話題になった。STEAM 教育という言葉がでてくる

と、長浜市はやっているのかと。今の日本の社会はできるのかできない

のかという議論に終始する。長浜市も全国並みにタブレットを準備し、

子どもたちがタブレットで勉強する時間が増えている。タブレットを

使った授業を実際に見ていないのに、これがいいとか悪いとかと言え

ないだろうと思う。 

        〇委員の皆様には、たくさんの現場の授業も見ていただきたい。現場で子

どもたちがどう勉強しているのか、例えば小学校 1 年生の算数の授業

をどうやっているのか、どういうレベルから何をしているのかという

のをしっかり見ていただく。見ていただいた上で、皆さんの率直な意見

を聞かせていただいて、ワーキング委員の先生にぶつけていくことを

繰り返し繰り返しやっていきたい。 

〇これまで、延べ人数でいうと３桁に近づく若い先生方がワーキンググ

ループに携わってきた。確実にこの先生方の意識は変わりつつあるし、

この波は、長浜市内の小中学校の先生方に広まりつつある。非常に手ご

たえを感じている。率直な疑問、率直なご意見を出していただいて、議

論していいただきたい。どうぞ１年間よろしくお願いする。 

３．委員自己紹介 

 

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 

     座長に松井善典委員、副座長に川瀬寛子委員が選任された。 

 

５．議事 

会議の公開について 

公開すると決定された。 

 

（１） 説明・報告 

① 令和 3 年度懇話会の趣旨 

② 令和元年度、令和 2 年度取組概要 

③ 令和 3 年度ワーキング会議の進捗状況 

④ 令和 3 年度スケジュール 

⑤ GIGA スクール構想に伴う学校 ICT 活用推進について 



事務局   資料に基づき、懇話会の趣旨、役割、これまでの進捗状況、今後のス

ケジュールについて説明 

〈質疑〉 

    委員   〇前年は子ども改革と、学校改革とあるが、保護者改革はないのか。環 

境が全てではないとは思うが、保護者の意識についてどうなのかと 

感じる。学校ががんばっても、子どもの意識や家庭の意識が育たない 

と何も変わらない。多分、どこまでしていいかどこまで言っていいの 

かを保護者もわかっていない。そのあたりを解決できれば、底上げに 

なるのではないかと思う。 

    事務局  〇去年の未来プロの懇話会の中でもその意見は出てきている。本日は

テーマがすべての子どもたちの可能性を引き出すためにということ

で、児童・生徒、教師、保護者、地域ができることということについ

て話し合ってもらいたい。 

    委員   〇今回、35 名の教師が関わっているというところで、昨年から続いて

いる方と新しい方はどういう割合か。 

    事務局  〇引き続きの方は 10 名程度である。 

    委員   〇たしか 1 年目から 2 年目に移る時も半数の方が入れ替わった。方針

として新しい方に関わっていただくようなプロジェクトなのか、学

校の中で中核になっていただきたい方に参加いただく機会なのかど

ちらの場を目指しているのかが気になった。 

    事務局  〇今年度 3 年目に入るので、事務局として整理して、できるだけ新し

い方に入っていただいて、すそ野を広げていくことにした。    

委員   〇参加された方がもう少し話す機会として OB 会、OG 会とかがあっ

てもいいのではないか。 

    教育長  〇私の若い頃は横の連携、つながりがあった。教育委員会が主催する研

修会とかではなく、自主的に月 1 回くらい集まって勉強した。交流が

あったら、もっと隣の学校のやり方を勉強して、いいところを取り入

れられる。プロジェクトでそういったことを勉強して、先生がそれぞ

れ核となって、横の連携を広げていってくれるとありがたいという

期待もある。去年からの経過を見ているとほんの少しだが、芽が出始

めていると思う。 

    座長   〇ワーキングは去年まではテーマ別だったが、今年は、中学校区のブロ

ック別にしたことで、小中連携が図られていくのではないかと思っ

ている。それが全体会となるとブロックごとの課題が集約できるこ

とで、去年よりも実行力が上がってくる。さらにワーキングメンバー

の先生と校長先生がうまくコミュニケーションをとっていただくと、



ワーキングで聞いてきたことが活きてきて、おそらく 3 年後とか 5

年後には大きく発展していくのではないかと期待している。 

（２） 意見交換 

〈テーマ〉すべての子どもたちの可能性を引き出すために 

     ～児童生徒・教師・保護者・地域が取り組みたいこと～ 

親和図法を使い、中山委員がコーディネート。 

〈児童生徒〉について 

    委員   〇大学生や高校生と中学生とのつながりのプログラムがあればよいと

思う。年齢が近いと、子どもたちはすぐなじむ。あっぱれ祭りで北海

道大学よさこいサークル『縁』というところが毎年来てくれて、祭り

の前日に中学生と関わっている。先生が手を焼いているような中学

生を大学生は引っ張ってきて、前のめりになって踊りの練習をした

りする。そういう年齢の近いことで繋がれる何かがあると思う。こう

した体験を定期的にする。また、それが楽しいものだったりすれば効

果がある。 

    委員   〇うちの子どもがメダルを取った水泳の大橋さんと同じところで練習

していたことで、水泳を頑張ろうという気持ちになっている。そう思

うと、学校に強い目標を持っていない子でも、そこの学校の先輩が何

かと関わってくださることで、自分の将来がどうなるかとか、今の自

分がどういう位置にいるのかということがすごくわかりやすくなる

と思う。 

    委員   〇私も同じことを考えた。こちらは地域の取組だが、若い人が若い人を

支えるという観点での活動を考えたらどうかと思う。曳山はすごい

と思う。役者は小学生の子しかできないけど卒業した子が下の世代

の方を支えている構造はすごくいい。 

    委員   〇学校生活の中で、学校にはいろいろなルールがあるが、それが子ども

たちの腑に落ちてないように思う。子どもに話を聞いていると、そう

いうものだからというルールや伝統の決まりみたいなものとかが出

てくる。なぜそうなのかを聞いても、そういうことだからというよう

な認識をしている。おかしいと思ったことを自分たちで変えようと

話し合って、より良い方法を見つけられるという体験が必要だ。そう

することが表現力だとか自己肯定感につながっていくと思う。 

    委員   〇タブレットを学習で使っていることで、学習ももちろんだが、せっか

くの新しい機器をもっと利用して、いろいろな情報を共有し、将来に

夢を持てるような取組に活用できたらと思う。 

    委員   〇タブレットを上手に利用できるのはよいと思うが、答えが早く出る



ものにばかり飛びつくという傾向を危惧している。例えば、私はピア

ノを 40年弾き続けていて、その先に今の活動があると考えたときに、

続けて、積み重ねていけることを持つことは自分を強くすることだ

と思う。こういうことが得られるのはアナログなことじゃないかと

思う。自分を強くしていくことや自分に向き合う時間も大事に持っ

ていて欲しいと思う。 

    委員   〇気持ちの面で、みんな同じでいいと思わないでほしい。小学生を見て

いると同じものを持っていたり、同じものを持っていないと仲間外

れにされるということをすごく感じる。思い切って振り切ってほし

い。 

    委員   〇何があると振り切れるのか。 

    委員   〇難しい。間違ったことを言っているようにとられる。それだと言えな

い。 

委員   〇仲間外れにされる恐れはある。実際、それで仲間外れにされている子

がいるのを見ていると、挑戦になる。自信を持つのは難しいと思う。 

    委員   〇子どもの居場所が 1 個、2 個だと危ういと思っているので、お互いに

褒め合う場があればと思う。先日、授業参観したらとても褒め合って

いていいなと思った。褒め合って尊敬しあえる仲間がクラスなのか、

部活なのか、どこかサードプレースなのか習い事なのかわからない

が、そういう場があるということが必須だと思っている。子どもが孤

立しないように先生が個別に見て、場がないのなら見つけてあげる。

それがあって初めて、次に挑戦する機会ができると思う。難しい問題

や課題に取り組んで、やっぱり難しかったというのは全然楽しくな

い。だけど楽しいだけの勉強では、学力は上がらない。チャレンジし

てなんぼなので、挑戦の機会というのをもっと作って、よい失敗を積

ませてあげたい。 

    委員   〇先生と地域の両者がリスペクトを持って向き合う。お互いに安心感

がないと、新しいことに挑戦しづらいんじゃないか。 

    委員   〇自分がやった学習をクラスだけではなく、他校と合流して、Zoom で

つないでもいい。刺激し合えるといい。発表するとなると、学びが俄

然真剣になる。やって終わりではなくてアウトプットするというと

ころまでやるべきだ。 

    委員   〇特別支援の講師として小学校にいたことがあり、子どものできない

ことを側でフォローをしていた。その子どもたちが抱える課題は、学

んだ先に何があるのかすらも分からず、何がわからないのかがわか

らないということだ。得るものがない。授業の中でコンプレックスだ



けが積みあがるという子どもたちもいる。こういう子どもたちにコ

ンプレックスや負の感情ではないものを積み上げてあげることが必

要だ。できる子はそもそも発言していけると思うので、そうじゃない

子が学ぶことで、何かが得られるという実感や、学力では測れない部

分、自尊心などを得ることが学校の中にあるといいと思っている。 

    委員   〇タブレットを使うことで、子どもが親に教えてあげるというのがあ

ってもよいと思っている。東日本大震災のときに、生徒さんたちが奇

跡的に全員逃げられた学校で何をやっていたかというと、子どもが

宿題で、避難ルートを親に確認させる。そうすると、親も知らないと

いうことが分かるので、子どもが親に避難ルートを教えようとする。

そういうふうに子どもと親の連携が重要だ。地域との連携があるけ

れど、地域と世界両方に目を向けてほしい。大きい流れと地域の両方

を知ってもらいたい。 

    〈教師〉について 

委員   〇マイノリティな意見に左右されないで。もっと先生は自信をもって

ほしい。モンスターペアレントじゃないけれど、いろいろ言ってくる

親も多いという話を聞く。そういう細かい意見にいちいち対応して

いないで、もっと筋を持って対応してもらいたい。 

    委員   〇対話は大人でも苦手だと思う。そういうものを今一度学んでいけた

らよいと思う。保護者と教師の対話もリスペクトが必要。喧嘩したり、

お互いを批判し合いたいわけではなくて、一つのことについて建設

的に話し合えればよいが、私も一保護者としては学校とそういうこ

とがなかなかできない。なにかあった時だけ話しても喧嘩になって

しまうので、それまでに話をすれば、風通しよく話し合えるような関

係性が築ける。しかし、現状はそういう機会がない。 

    委員   〇参観日では、何もフィードバックしないで帰る。「先生すごく良い授

業でした。」と言いたいが言えない。一方通行で終わっている。学級

通信とかホームページに親がレスポンスできないので、ＳＮＳの「い

いね」ではないけれど、相互通信の場があると、先生も反応が見えて

面白いと思う。マイノリティの意見も全体があって初めてそれがマ

イノリティだとわかる。１つの意見に左右され、先生のメンタルも大

丈夫かなと思う。 

    委員   〇学校はそうした話合いの場を持ちたくないと思っておられるのが実

情だと思う。 

    委員   〇ネットだとどれだけでも自由に書ける。対面の方がまだよい。 

    委員   〇そういう双方向の場は必要。 



    委員   〇先生の情報交換の機会も増やしたい。先ほどみんな一緒がいいと思

っているという意見があったが、生徒はいろんなタイプがいるので、 

先生も悩まれると思う。杓子定規に並べていかなくてはいけない場

面もあるだろうが、それぞれのよいところを伸ばしてあげたい。この

いいところを排除されると、子どもたちが伸びていかない。先生も情

報交換や同世代の先生と話す機会や意見交換の場を持てるとよい。 

    委員   〇養護学校に行ったときに思ったのは、一人一人全然違うということ。

全然違うという前提で始める方が本当はよいのだろうと思う。支援

員で入っていた時は、担任が全体を見ていると気づかないことを伝

えるような役割だった。そうすることでクラスの誰も取りこぼさな

いという形に持っていきやすいと感じた。そういったシステムがあ

ればいいのではないかと思う。 

    委員   〇そのための ICT かなと思う。子ども一人一人についてカルテのよう

なものが作れる。個別最適化のツールとしての ICT の活用があって

もよい。 

    委員   〇職員室の可視化が必要。疑問に思うことがあっても対話する場がな

い。学校へ行ったら行ったで、職員も構えるので、難しい。今、iPad

を使って上の子はほとんど自分でやっていくが、下の子は分からな

いと止まってしまう。そういう子をどう教えていくのか、先生がどう

やってこれから個別最適化の方法を学ぶのか気になっている。 

    委員   〇教師は地域とか保護者に力を貸してもらうことがよくあると思うが、

上下関係ではないので、子どもを取り巻くパートナーという感覚で

いてほしい。職員室に行ったら、身構えるのではなく、パートナーが

来たという思いでいてくださるといいなと思う。一人の保護者の発

言に今までのやり方を全部否定されたというふうに思わないでほし

い。 

    委員   〇私は、保護者だが、年間予定がわからないと、まったく教育にかかわ

れない。子どものイベントに参加しやすいスケジュール作りが必要。

先生方も第３木曜はこう、9 月のこの日はこうと、全市的にスケジュ

ールを共有してもいいのではないか。 

    委員   〇先生がもっと地域に関わり、出てくるような機会があるとよいと思

う。曳山祭りでは西中学校の先生が裸参りに参加されているが、すご

いなと思う。そうするとコミュニケーションが取りやすくなると思

う。 

 

   〈保護者・地域〉について 



 委員   〇お母さんと接していると、モチベーションの持ち方がわからないと

か、子どもが学校へ行かないと言ったときにどうしたらよいのかと

いう声がある。親も初めての親だ。こんなふうに声かけたらいいんだ

とか、こういうときはこうしたらいいんだということを相談できず

にお母さんが孤立している。そのサポートをやったらいいと思う。 

 委員   〇子どもが家でちょっとした悪いことをしたときにどういう対処して

あげるのが正解なのか、たぶん皆、もやもやを持っていると思う。解

決策というより、話を聞いてもらうところがあればいい。 

 委員   〇そういうところがない。保護者の相談所とか。 

委員   〇子どもの活動の傍らで、保護者が長い立ち話をしている。あれも１つ

の相談場所だろう。 

 委員   〇教育委員会でこの「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクトをやっ

ていることを知らなかった。もっと長浜市独自でこんなことやって

いますよと声を大にして言ってもよいのではないかと思う。 

 委員   〇子どもたちの教育の中で、「長浜市ってこんないいことやっているん

だ。」と誇りに思えることをしっかり知っておくことも大事だ。 

〈まとめ〉 

座長   〇まとめられないぐらい意見が出たと思う。生徒と教師、保護者、地域

を、模造紙に貼って並べると、間に必ず矢印が発生している。そうい

う部分の取組についても、今回意見が出たと思う。そこが有機的に繋

がって、連携連動が生まれるといいと思う。今後に向けて大事な地図

を皆さんで作れた。活発なご意見ありがとうございました。 

（３） 今後の予定 

① 懇話会委員による参観 

② ワーキング会議との議論について 

③ 第 2 回懇話会について 

 

６．教育次長あいさつ 

 教育次長 〇本日は「全ての子どもたちの可能性を引き出すために」というテー

マで、皆さんの様々な観点から、貴重なご意見をいただき、こんな

考え方もあるのだということを聞かせていただいた。実際に長浜

市の宝である子どもたちをどのように育てていくか、そのために

は、教師がどういう姿勢、気構えで日々、子どもたちと向き合うの

かというのは大きな方向づけ、ポイントになると考えている。この

懇話会は 3 年目を迎える。今年度、ワーキング会議については各校

から 1 人ずつ、35 名の先生方に集まっていただいて、各校で確実



に浸透するような形を作っている。特に昨年度、好評であり、意義

深かったというのが学校現場を見ていただき、先生方と議論して

いただくことだった。捉え方や意見が深まって、教師自身も自信を

持ったり、視野が広がったりした。今年度もそのような場を持つ予

定なので、本日伺った意見を直接、教師たちに返していただけると

ありがたい。 

７．閉会 

 

    

  

   

 

    

  

 


