
「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト 第 2 回懇話会議事要点録 

 

Ⅰ．日 時：令和 3 年 11 月 26 日（金）10：00~12：00 

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、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 〇今年度は全学校で宿泊を伴う修学旅行ができた。コロナが心配だが、な

んとか 2 学期無事終えればと思っている。懇話会委員の皆様には、お忙

しい中、10 月 11 月と学校、授業現場へお越しいただき、お礼を申しあ

げる。 

    〇今年度、校長が自分の学校の課題にどう取り組むのかを計画して、2 学

期終了前までの自己評価や進捗状況についての中間面談が終了したと

ころだ。各校の校長は学力を中心に据えた対策を考え、実施している。

ここ近年の長浜市の状況を見ていて、実感しているのが、検証が甘いこ

とである。いろいろなことをやっているが、やってどうだったか、その

結果どういう課題が浮き上がってきて、その課題に対して具体的な方

策を来年はどうするのかというサイクルが学校という場は円滑に回せ

ていない。 

〇教育の効果というものは 1 年で出る性質のものではない。しかし、子ど

もたちが大人になった時にどんな大人になったかの検証をする段階で

は、もうその教育に携わった人たちはその現場にいない。国の教育行政

もそうだ。いろいろな方策を打ち出して、指導要領を変更したりするが、

検証が果たしてできているのだろうか。教員の質の低下が叫ばれてか

ら導入された教員免許更新制度は、国が廃止の方向で動いている。この

免許更新制度はいったいどうだったのかを十分検証せずに、廃止する

とか、新しく制度を作るとかを繰り返していくと子どもたちにマイナ

スの影響を与えてしまうと感じている。長浜市としてもやる前はどう

だったのか、やってどうだったのかということをしっかり、客観的な目

で見る指標、物差しを持ち、考えていかなくてはこの時代の大きな流れ



から、教育だけ別世界となってしまうという思いが強い。 

    〇来年度に向けて、様々な予算要求とともに事業を考えているところだ。

子どもたちの学力を高めていく、また保障していく事業は当然に実施

する。その次に、新たに重点を置きたいと思っているのが、特別な支援

を必要としている子どもたちへの手立てである。従来から取り組んで

いるが、来年度は教育委員会事務局内部の体制を一新して、就学前から

義務教育終了までを一貫して、連続性のある支援体制、指導体制をつく

っていきたい。３つ目は、学校に行きづらい、行けない、行かない子ど

もたちにその子の状況に応じた学ぶ場所を保障していくことを中学校

区単位で実施したい。4 つ目は、英語教育である。現在、小学校で教科

化されて、全国の小学校で 5・6 年生が勉強している。長浜市では、平

成 16 年度から行っているが、現時点で、これまでの検証を行い、専門

家の意見を伺いながら、第 2 期の長浜市の小学校英語教育のイメージ

を作り上げていきたい。 

〇また、来年度しっかりやっていきたいのは言葉の問題である。就学時で

すでに言葉の習得に大きな差がある。もともと差がある状態で小学校

のスタートを切っても、その時点で揃っていないから、格差は埋まらな

い。小学校 4、5 年生で、文章を読めるが意味があまり理解できていな

い、自分の思いや自分の考えを文章で表現するということが厳しい子

どもがいる。具体的な事業としては、言葉の習得状況の調査を来年小学

1 年生になる子たちが中学校を出るくらいまで続けてみようと思って

いる。1 年生のスタート時点でこれぐらい言葉を持っている子が、2 年

生の時点ではここまで伸びているということを、現場で指導する先生

方にしっかりつかんでいただく。今、目の前にある教科書を、みんなが

読めて、みんながわかっているわけでない。この子とこの子はそういう

力が弱いと頭にしっかり入れていただいて、授業を考えていただくと

いうことが必要だと思っている。こうしたことを根気よく、こつこつ取

組を重ねていくことが、私は教育行政に携わる者の本分ではないかと

思っている。 

〇本日は各校でのいろいろな工夫の 1 例として A 小学校、B 小学校の状

況を説明させていただく。また、学力調査の結果も説明させていただく。

今日のテーマである一人ひとりの子どもを主語とするということは、

一人ひとりの子どもの状況をしっかり把握して、決してその子を置き

去りにしない、そういう学習活動をやっていくことではないかと思う。

委員の皆様から忌憚のないご意見をいただければと思う。 

 



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との議論について 

① 11/12（金） 中山委員・川瀬順子委員 

② 11/15（月） 川瀬寛子委員・鳥塚委員 

③ 11/19（金） 松井委員・西川委員・清水委員 

（２） 全国学力・学習状況調査について 

① 令和３年度全国学力・学習状況調査結果 

② 令和３年度各校平均正答率の比較 

 

〈質疑〉  

 委員  〇ワーキング委員の皆さんと議論をしたときに、学校の先生方がいろ

いろな思いや疑問を熱く、また嬉しそうにお話しされた。こういう場

が普段の学校であるのか。 

 事務局 〇キャリアステージに応じての研修がある。初任者研修も実施してい

る。同年代や研究教科が同じ者で話し合う場はあるが、さらに突っ込

んでの場はない。 

 委員  〇すごくいい場だったと思う。あの熱が普段の学校現場にあれば、取組

にすぐつながるのではないかと期待できる場だった。 

 委員  〇学力・学習状況調査で、小学校より中学校のほうが全国平均に比べて

数字が高いように思う。これは中学生になってから中学校の教育・指

導によって数字が良くなっているのか、この３年生が小学校６年生

だった時の数字が高くて、その学年がいい学年であるという要因に

よるものなのか、数字としてどうとらえたらいいのか。 

事務局  〇全国学力・学習状況調査については、小学校に比べて中学校のほうが

上位校と下位校の差が縮まっているという傾向が見られるが、その

要因が何なのかという分析には至っていない。いま、おっしゃったこ

とを事務局内でも話し合っていく必要がある。 

教育長  〇中学校のほうがいいという要因の１つが、子どもたちの学力の状況

を客観的に把握する機会が、中学校のほうが圧倒的に多いことだ。小

学校でも単元テストをやっているが、その後については把握できて

いない。中学校は、例えば、中学校２年生なら１年生の内容に２年生

で学んだ内容をプラスし、その時点での実力を測るテストをやって

いる。だから、教員が個々の学力を把握できている。そして支援が必

要な生徒に対して、支援する内容を具体的に絞ることができる。小学

校で客観的に見ていくことについて、考えていく必要がある。 



     〇埼玉県は県独自の学力調査を近隣の大学と提携し、行っている。文科

省の学力・学習状況調査の最大のウィークポイントは調査対象が毎

年違うこと。学校ごとで結果を見ても検査を受けている生徒・子ども

が違うので単純な比較にならない。埼玉県の調査は小学校２年生か

ら中学校３年生まで調査をし、毎年同じ問題を出題する。だから、問

題は非公開になっている。４年生でこの調査を受けた子が、５年生で

どうなったのか、どれくらいできるようになったのかとしっかりと

らえていくことができる。長浜市もこういった面について今後考え

ていかなければいけない。 

委員   〇生活習慣と学習環境に関する調査結果で、中学生の質問で「地域や社

会をよくするため何をすべきか考える事があるか」のところだが、こ

の質問の意味がよくわかっているのだろうか。どんなふうにとらえ

ているのか、具体的に補足説明があるのか。 

事務局  〇この質問紙は全国一律のもので、質問はこれを読んだ子どもたちが

自分なりに考えて、自分の生活に結びつけて、感覚的に答える。具体

的にこういう例と示されてはいない。 

教育長  〇校長と面談している中で、例えば、学力・学習状況調査の結果で、昨

年、一昨年と比べて伸びている学校がある。なぜ伸びているのかと聞

くが、教師は「その学年がいいんだ。」と言う。でも、そこで私が校

長に言うのは、何か客観的な理由が１年間積み上げた中にあるはず

だと。それを明らかにしない限り、次年度に活かせない。ただ単に、

子どもたちが素直で授業に熱心な子が多いからではだめだ。この学

年はこういうことを１年の時からおろそかにせず、きちんと積み上

げてきたんだということがわかっているようでわかっていない。 

委員   〇検証が弱いと言われているが、具体的に検証の仕方を教育委員会か

ら伝えるということはないのか。 

教育長  〇それを考えているところだ。学校が行っている検証は、学校評価だ。

これに関しては「先生方はわかりやすい授業をしてますか」という質

問に、保護者はどう答えるのか。せいぜい授業を見る機会は参観日ぐ

らいで、ある程度回数を重ねてみて、「ああ、そうだな」と「あては

まるな」となるのならわかるが、自分の子どもがお世話になっている

以上、否定的な答えはまず考えられない。だから、私は校長に第１回

の懇話会で出た「参観日でいい授業だと思っても、先生にそう伝える

方法がない」という意見を伝えている。参観の機会に学校側から「ど

うでした？」と聞くのはいいと思う。学校側は文句を言われるのでは

ないかと思っているかもしれないが、文句であっても客観的にしっ



かり意見を把握することが必要だ。 

委員   〇学校評価のアンケートが来るたびにどう答えたらいいのかわからな

い。アンケートとともに学校ではこんなことをしているという実績

が送られてくる。それを見て、本当はどうなのかもわからずに答えて

いるし、答えを探しているのが実情だ。アンケートに何の意味がある

のか。 

 

４．意見交換 

（１） 話題提供 

事務局より、学力向上に効果の見られる学校の取組として A 小学校と ICT

の効果的な活用事例として B 小学校の授業を紹介。 

    （２）テーマ「一人ひとりの子どもを主語にする学校教育の実現に向けて」 

松井座長の進行により、意見交換 

 

   〈意見交換〉 

    委員   〇A 小学校の子どもたちの学習状況調査で生活習慣や意識の差は他と 

          どれぐらい違うのか 

    事務局  〇そこまでは調べていない。（後日、回答） 

    委員   〇就学前の教育はどうだったのか。子どもの力がスタート時点ではど 

    うだったのか。そもそもどう育っていったのか。追いかけられるもの 

なら追いかけたいと思う。 

    教育長  〇A 小学校は、第 1 回の調査の時からすべての学力の基礎は国語力だ

として、国語に非常に力を入れていた。国語力とは簡単に言えば言葉

の力だ。A 小は、どのくらい言葉を習得しているかを測っていた。そ

して、根気よく、書くことを中心に据えながらやってきた実績がある

から、学年による差があまりない。他の学校もやってきてはいるが、

A 小はその当時の校長らが力を入れてやってきたので、県下でも有名

で、いろいろな学校がその取組を見に来ていた。ほかの学校でも大い

に参考にすべき点だが、残念ながら横の連携がない。この「未来をに

なう長浜っ子」育成プロジェクトで学校同士の横の連携もずいぶん

生まれてきた。これがもっと広がっていけば、大きな力になる。 

    委員   〇校長によって、学校の授業や体制が変わってくるのかと思うが、A 小

はずっと同じ人が校長ではない。では、どのように引き継いでいるの

か。 

    教育長  〇引き継ぐというより、しなくてはいけないようになっている。学校の

伝統としてやっているのだろう。 



    委員   〇校長だけの横のつながりだけでなく、教頭や他の先生方同士のつな

がりで情報交換していただきたい。ワーキング会議委員の先生方も

向上心を持って取り組んでおられるので、うまく繋げられるような

形、機会をつくってはどうか。 

    委員   〇だれが一人ひとりの子どもを主語にするんだろうと考えた時、それ

は学校の先生だと思っている。ワーキング会議委員の先生方と話し

ているとまさに彼らがその先生だと思う。しかし、一人ひとりの子ど

もを主語にするための先生方の対話、例えば校長との対話、教科別の

先生同士の対話などの時間が不足しているのであれば、そこが構造

的なブレーキになっている。学校内の意思決定にかかる時間、手間と

いう構造的な問題を排していかないと、主語にする先生が生まれに

くい。今回、ICT の導入でかなり大きな変化が生まれている。先生方

の働き方、授業の時間割、学校長に決裁をもらうなどの構造的な問題

を変えていくのが大きな流れなのではないか。 

    委員   〇ある学校の授業を参観したとき、もう少し準備できなかったのかと

思った。後ろから見ていて、気づくことが多かった。校内の誰かが気

づいてあげたら、早い段階でこの先生の授業は改善できている。授業

をもっとほかの人にも見てもらうという機会があり、みんなでこれ

をやっていこうという目標がきちんと学校の中にあって手立てがで

きれば解決している。 

    教育長  〇授業研究会ではマイナスは誰も言わない。教員同士で「ここはあかん」

とかなかなか言えない。先生はまわりの声に耳をふさいでしまう、そ

んな仕組みになっている。何より子どもの声を聴かないとだめだ。 

    委員   〇子どもの立場に立つという視点があれば、大体解決する。これを批判

だと思ってほしくない。改善すればこうなるという検証をして、分析

して、また立ち戻って、修正して良くしていく。批判ではないという

ベースができれば、改善のサイクルができあがる。みんなで先生を育

てていく必要がある。 

    教育長  〇長浜市の小学校教員の平均年齢は 30 代。彼らの特徴は、私見だが、

他と違うことは極端に嫌う。みんな同じことを言いましょう、みんな

同じスタイルでやりましょうと、授業する先生が変わっても差がな

い。学級ごとの子どもの状況や教員の個性や強み、長所によって、本

質は同じでも表現の仕方、進め方は臨機応変にやるべきだ。例えば、

学級通信の発行回数も学年で統一して、全校で統一してとなる。そん

な話でない。懇話会の皆さんはそういうことを保護者の立場で感じ

られるということはないか。 



    委員   〇先ほどの学校評価アンケートだが、親として○を付けるとき、ふわっ

とした感覚で付けている。学校の評価としてありがたがられるとこ

れでいいのかと思う。この間のワーキング会議委員との話し合いで、

希望にあふれる先生方が多く、いい話ができてよかったと言ってい

た。その希望にあふれた先生が学校に帰った時に孤立してしまわな

いか、発信力が奪われないか。さきほどの構造的な問題とはそういう

ことかなと思う。参観をして思うのが、参観はいわゆる「ハレ」の日

で、「ケ」という日常があってこその学力だと思う。日常、どんなふ

うに先生が授業を仕組まれているのかが気になる。 

    委員   〇A 小の取組から見えるのは、組織文化が長浜市の教職員にしっかり

形成されれば、それは伝承されるということだ。そうした組織文化を

対話を通して形成していき、これが長浜市の教員文化だとうまく示

すと教員は染まりやすくなる。そうした文化をつくるにはそのため

の対話、実践が欠かせない。それにどれぐらい時間を割けるのか、研

究するのであれば、人を当てられるのか。それをやろうと思ってもら

えるような声かけと取組ができるといいと思う。 

    委員   〇私が教員になった頃には、30 代、40 代、50 代とそれぞれいいモデル

がおられて、自分もああいう先生になりたいという思いがあった。長

浜市としてのモデルがあると、先生も育てやすい環境が生まれるの

ではないか。 

    委員   〇正解のない社会では、今までの既存のモデルでは古い。時代に合わせ

たロールモデルを作る。皆さんがそれになるんだという声かけをし

て、今 30 代の先生方が 40、50 となっていったときに、これから先

生を目指している人へのいいモデルになればいい。 

〇資料 3-3 で真ん中に資質・能力の育成とあり、国の資料などでこうい

うものだと謳われているが、これを長浜オリジナルとして作ること

は可能か。 

    事務局  〇前向きに検討したい。 

    委員   〇目標が共有されてこそ構造的な変化につながり、文化をつくること

になると思う。長浜市が考える、市で示すものがあるといい。先生方

が一人ひとりを主語にできるようにというところを踏まえて目標を

出し、学校単位でできない横のつながりやブロック単位でつながっ

ていくといい。 

    教育長  〇校内暴力の嵐が吹き荒れていた時代だが、市内のある中学校が不死

鳥のようによみがえった。そこは教師の 10 か条を作った。具体的に

これはするな、これを見逃してはいけないというもの。今も学校訪問



に行くと感心するのは、放課後に職員室に先生がいない。全員で見て

いないと何をするかわからない時代からそうしてきたから、部活動

は全員出る。そういった学校は若手が育つ。そういったものを委員が

おっしゃったように学校単位でなく、市全体として考えられないか

と、いいヒントをいただいた。 

    委員   〇学校評価で、今の取組を保護者が後押しできるとか、理解して家庭学

習に繋げられるとかのリンクを張っていくのが大事。1 番のエンジン

は学校の先生方だ。 

    教育長  〇皆さんの意見を聞きたいのが、中学校でよく家庭学習の手引きと言

うのを出している。こんな風に家で勉強してくださいというもの。あ

れについて、率直なご意見を伺いたい。 

    委員   〇前回のワーキング委員との議論の席で、家庭教育について親も何も

感じないわけでなく、どうしたらよいかわからないのだと話した。そ

の時、先生方が答えてくれたのが学年×10 分。先生は自分たちでそ

れをやらせないといけないと思っている様子で、学校で工夫します

という話になった。そうではなくて、家庭も何かをしないといけない

と思っている。学習に介入するには難しいと思うが、どういう風に、

どんな態度で子どもに向き合って、どういう環境を整えてあげたら

いいのかというところをアドバイスして欲しいと思っている。親が

ともに支える必要はあり、それが今弱い。子どもを支える親たちが育

てば、全体的に何か変わっていくのではと思っている。 

    委員   〇小学校で三者懇話会はできるのか。 

    事務局  〇小学校で中学校のような三者懇は設けていない。通常は担任と保護

者。個人的に子どもを連れてきて一緒に話をしてもいいですかと言

うことはある。 

    委員   〇個別最適に向かうのであれば、小学校でも可能か。 

    事務局  〇子どもがいる場で伝えたいこと、いない場で伝えたいことがあるの

で、学校によって場面設定をしている。   

    委員   〇学習の手引きは一般化した内容で、当てはまらないこともある。例え

ばうちの子どもは座っている時間が短くて座れないから座るところ

からやりましょう、こういう間違いをする傾向があるので、家でもこ

ういう風にやっていきましょうと言っていただければ、じゃあ明日

からやるぞってなる。そういったことは対話してできるのであって、

すべての保護者が学校へ行き、すべての生徒に先生がコメントを準

備しようとすると相当の労力になる。どのように学ぶのか、何を学ぶ

のか、個別最適を考えていくと先生が一人ひとりの子どもを見る、理



解するための対話や時間をいかに作るかが必要になってくる。  

    委員   〇小学校になると、学校の先生との連絡ノートがあるのか。 

委員   〇うちは宿題の内容の連絡がある。そこでちょっとやり取りがある。 

委員   〇連絡帳を書くと内容を見る。こういったことが仕組みにできるので

はないか。ICT をうまく使ったらいいんじゃないか。先ほどの学習時

間も読書時間もデジタルで残していけば、１週間で何時間、１年間で

何百時間というのがグラフで出る。ほかの子と比べてどうなのかと

いう競争もできるし、学習だけでないあいさつ活動などの活動も残

る。それを評価してもらえたらすごくうれしいと思う。いかに手間を

かけずにそういった、一人ひとりの様子を見ていくか、どういう風に

したら労力をかけずにコミュニケーションをして、それを残せるの

か仕組みを考えることが必要だ。また、教材はデジタルの場合コピー

＆ペーストが簡単にできる。教材を作ったら先生ひとりのものとす

るのではなくて、共有する。先生や教室の様子によってアレンジを加

えていく必要があるが、教材をゼロからつくるより、手間が省けると

思う。去年はこういう授業をやってたということも他の学年の先生

につながったりもする。せっかくの ICT をうまく使う。考えるとこ

ろはいろいろある。 

委員   〇ICT でもう１点。ブロック単位でいいので、小学校の時間割をそろえ

て、１人の先生で複数校の授業をする。クラス単位でやらなければな

らない授業、同じ内容を伝える授業で動画を見るよりはよりインタ

ラクティブにできる。そうすると、他の先生方はフリーになるので、

一人ひとりに向き合う時間ができる。授業中は一人ひとりの子ども

が見れない、もっと向き合いたいのに書類に向かわなければいけな

いとかを聞く。先生方をいかに日中フリーにさせるかを考えると、

ICT で授業をオンライン化してしまうといい。 

教育長  〇オンラインを使ったチームティ―チングってことだね。メインの先

生が授業をやっている、担任は個々の生徒を見るということだろう

か。 

委員   〇そうだ。自分の生徒の進捗状況を確認できる。 

委員   〇クラスによってうまくやっている先生とそうじゃないところもある

ので、連携が取れてないのかと思い、校長に話したら「働き方改革だ

から、そういう時間を教科ごとで話し合いに 10 分かかるとしたら、

他の教科を合わせるとトータルで 60 分かかるから、そういう話し合

いは持たせていない」と言う。それを聞いてびっくりした。働き方改

革で子どもがしわ寄せを受けてしまう。先生も楽になる仕組みを整



えることは大事。 

教育長  〇働き方改革っていうのは、よりよい教育を提供するための改革だ。働

き方改革のためにではない。 

委員   〇参観した中学校は先生方の配置が手厚くて、学年のチームがしっか

りしていて、チーム力が高い。子どもたちも普段から担任以外の先生

が入ってくることに慣れていて、ものすごく集中しながら授業を受

けられていた。養護学校では、必ずチームだった。自然と学べるし、

自然と相談できるし、助けてもらえる環境があった。小学校に支援員

で入った時に、拒否感がある先生が多かった。それは大きな差だ。子

どもたちの様子を見ていると、ICT の活用で逆に授業に注目しにく

くなっている。見る物がいっぱいあって、先生が前でしゃべっていて

も、手元に気を取られ、全然子どもは見ていない。大変だなと思う。

教材を長浜市内でみんな共有できるようにし、検証してみて、この場

面ではもう 1 度注目させたほうがいいねとみんなで言い合って作り

上げていくのが理想だ。先生方自身の課題を受け入れる気持ちや先

生方の環境が整うといい。 

委員   〇優れた教材づくりに皆が参加して、長浜の学力を高めていこうとい

うことができるといい。 

委員   〇小学校での授業を頼まれ、参考にできるものがないかと探したとき

に、教材バンクのようなものがある。目標にそった教材に認定してバ

ンクができると、準備時間が短縮され、余裕がないときはそれをその

まま使うということもいいのではないか。そのまま使ってもいいと

いう後押し、バンクを使うことはいいことだという文化づくりをす

ることも必要だ。 

委員   〇受け身だけの先生が増えるのは怖い。自分で教材を読み解ける力や

自分の目の前の子どもたちに合わせていけるかという力は必要。研

究していく姿勢は必要だ。 

委員   〇医者の成長もそうだ。ほめる文化だと、ぜんぜんできないまま医者に

なるので、かなりネガティブフィードバック、形成的評価を受ける。

だが、前できなかったことができたということはめちゃくちゃほめ

る。なので学校の先生に対しても前できなかった授業ができるよう

になった、前できなかった教材の工夫ができるようになったという

ことをどれだけ見て、応援できるかというのは先生方のモチベーシ

ョンになるだろう。できなかったことができるようになったという

評価が先生方に届くとまた工夫してがんばってやろうとなる。そこ

が報われるといいと思う。 



 〈まとめ〉 

 座長  〇一人ひとりの子どもを主語にする先生や一人ひとりの子どもを主語

にする長浜の教育文化だったり、組織構造だったり、大事なシステム

だったり、学習ガイドだったり、ICT の具体的な話も出たり、活発な

意見交換になった。ありがとうございました。 

 

５．教育部長あいさつ 

教育部長  〇委員の皆さんはお忙しい中、学校現場に足をはこんでいただきまし 

た。また、ワーキング委員との議論につきましても大変有意義であっ 

たと聞いております。本日は一人ひとりの子どもを主語にする学校 

教育の実現に向けてをテーマとして、いろいろな議論をしていただ 

きました。そして市の状況等も報告し、ご理解いただきました。ワー 

キング委員もそれぞれ現場で課題に向けてやっております。本日い 

ただいたいろいろなご意見、ご提案、こういった物を正解のない中で 

新しい時代の教育環境を構築していくためのこれからのエッセンス 

としていく。引き続きご指導いただきたい。          

     

６．閉会 


