
1/8 

第１回 教育懇話会 委員意見要旨 
（平成２７年度教育委員会活動の自己点検・評価について） 

 平成 28年 9月 6日  

 

意見者 意 見 概 要（ 回答または対応を含む ） 

 

対 応 阿部委員 P. 8 【少人数学級編制等推進事業】関係 

 少人数学級や相談体制は整いつつある。少人数学級授業は子どもたちに良い影響をも

たらしている。一方で、長期欠席している子どもがいる学校では、対応に苦慮している

と聞く。児童・生徒、保護者への対応など、担任だけでは負担が大きすぎる。教育相談

員については、勤務日数や時間が限定されている。学校の実態・実情にあわせて人員を

配置（増員）することができないか。そうすれば、さらに少人数学級の良さが出てくる

と思う。 

 また、先生ばかりでなく地域住民も学校へ関わっていけるような仕組みづくりができ

ないか。そのような仕組みがあれば、地域の人たちも学校における課題等に柔軟に対応

していくことができると思う。子どもたちは学校でも地域の人から見てもらえ、自分が

大切にされていると感じることができる。是非、検討願いたい。 

 阿部委員 P. 19 【生涯スポーツの推進】関係 

 今年は、テレビ観戦だがオリンピックをかなりの時間応援した。競技スポーツの素晴

らしさを感じた。今年は全国中学校スキー大会が最上地区を中心に開催されることと

なっており、大変楽しみにしているし、同時に地域の多くの方に関心を持ってもらい応

援してもらえるようにしていきたいと考えている。 

 生涯スポーツについては、運動が苦手な者にはハードルが高いと考えていたが、健康

推進の啓発事業等であれば、すんなりと参加できた。スポーツに取り組むきっかけにな

り、生涯スポーツとして生活に組み込む人が増えるのではないかと思うので、健康増進

事業等との連携をお願いしたい。 

 阿部委員 P. 7【次代を担う子供の元気アップ推進事業】関係 

スクールバスでの登下校が、運動量変化の一因ではないかと言われているが、これか

らますますスクールバスの利用は増えてくる。そのような中、体力づくりのアドバイス

をお願いしたい。 

池田委員 今回のリオデジャネイロオリンピックの裏側ではドーピング問題がクローズアップさ

れた。反ドーピングのルールはスポーツの価値、スポーツを通した人間形成や教育の有

用性を守るために必要とされている。これからのスポーツを通した教育として何ができ

るのかという点で、違反者に対する罰則や制裁という局面から、そもそもそういう違反

者を生まない教育とは何かを考える取組みが大きな位置づけとなる。 

池田委員 P. 7【次代を担う子供の元気アップ推進事業】関係 

平成 27年度全国体力運動能力運動習慣等調査が実施されている中で、スポーツ分野

で特に問題とされている項目は、全国の中学生女子の一週間の総運動時間が 60分未満

である比率が 21％に及ぶということである。中学生女子の時期で一週間に１時間も運動

しないということはどういうことかと問題視されている。山形県ではスポーツが苦手、

やや苦手な中学生女子は約 40％に上る。県内の 40％の中学女子は運動したくないと思

っているとも考えられる。運動は何時間が適正なのかを鑑みた上で、運動しない人の割

合をもうちょっと広く見て検証すれば、課題やポイントが分かってきてアプローチの仕

方が見えてくるのではないか。 
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池田委員 P. 19 【生涯スポーツの推進】関係 

 スポーツが与える効果として感動ややる気があるが、そのほかに健康という観点から

自分もやってみようという人が増えている。今山形県では医科学委員会が立ち上がり、

実際に県内で活躍する高校生などのアスリートに対し、医科学サポートを行う取組みが

始まっているが、それは何もアスリートだけが享受できるものでもない。人が健康であ

るという指針はスポーツをする人にとっては身近であるので生かされやすいが、一般の

社会の人でも同じである。例えば、自分のアスリートとしての健康管理であったり、体

の維持であったり、スポーツの怪我をしない体作りがあったりしたときに、これが競技

スポーツの世界にだけ反映されるものであるというのは違うと思う。視野を広げたとき

に、ここで検証されて効果的、効率的とされたものは生涯スポーツの側面にも必ず当て

はまり、健康の維持増進にアプローチできるもの。そこで生み出されたものや医科学的

なアプローチやエビデンスは誰にでも使えるものになっていくと思うので、そこを大事

にして、教育というところでやって欲しい。 

池田委員 P. 19【競技スポーツの推進】関係 

 競技力について言うと、単年度で、１年後に結果を出すとなると難しい。オリンピッ

クを目指すなら４年後、８年後と考えるが、マイルストーンを１年後に置くというのは

アスリートも競技団体も難しい。今年良かったから来年も良いというものでない。最終

的に行き着きたい目標があり、それに対してのプロセスが大事なのであり、単年度とな

ると難しいところがある。競技力というところを見たときに、短期の視点のみならず長

期の視点をもって設定されているとよいと思う。 

そして、女性アスリート競技力向上や重点強化事業があるが、女性アスリートの視点

は今まで目立ってこなかった。女性アスリートにターゲットを絞っての支援により、今

後成績が伸びていくのではないか。 

池田委員 P. 4【信頼される学校づくり推進事業】関係 

 ６教振の策定にあたって、いじめの認知件数や体罰のない学校の割合について、意見

を述べた。いじめも体罰もゼロにしようとして動いていると思うが、いじめに関しては

された側へのフォローやサポートは見えているが、した側へのアプローチはあまり見え

てこない。ただ、体罰の話になると、した側へのアプローチはすごくあるが、それを受

けた側へのフォローやサポートは見えて来ないと感じている。ゼロにしたいという気持

ちは同じだと思うが、それに対するフォローの重要度が偏っているので、そういったア

プローチの内容も違った視点から考えるとより良いゼロに向けた教育が生まれてくるの

ではないか。 

落合委員 P. 6【読書活動の推進】関係 

「学校における読育を推進するための施設・設備の充実」とは具体的にどのようなこ

とか。 

【回答】 

阿部生涯学

習振興室長 

学校支援地域本部の事業の中に、環境整備がある。図書館に関わる環境整備として、 

書籍の補修、掲示物の管理、壁の補修など、子どもたちが読書をする際の快適な図書館

づくりに地域の方の力をお借りするという取組みである。 

落合委員 P. 8【山形の未来をひらく教育推進事業（確かな学力関係）】関係 

探究型学習の方向性について、教えていただきたい。 

【回答】 

澁江義務教

育課長 

昨年度より、県内 16校（小学校８校、中学校８校）の推進協力校で、「探究型学 

習」の実践研究を進め、高校を巻き込みながら、来年度からは幼稚園も含め、その成果

の普及を図っているところである。 

昨年度１月に、推進協力校 16校で、教科横断的な独自の問題を解くテストを実施し 

た。今年度は、10月５日に探究型学習の成果を評価・検証するための独自テストを県内



3/8 

全小中学校で実施する。 

落合委員 P. 6【家庭教育、幼児教育の推進】関係 

幼児教育・子育ち研修に関わって、フォーラムや勉強会などを行っても、本当に研修 

を受けていただきたい親に、なかなか来てもらえないという課題がある。出前講座など

の取組みはとてもよいし、親子で気軽に出向くことができるサークルや、気軽にいつで

も出かけられる・相談できる場所があれば、保護者の精神的な安定や子どもの健やかな

成長につながっていく。 

落合委員 P. 6【読書活動の推進】関係 

「子どもを育てる上で読書がとても大切」であることを保護者に理解してもらう為

に、「できるだけ早いうちにすべての保護者を対象に伝える為の手立てとして、乳幼児

検診を活用するとよいのではないか。」と以前、社会教育委員の会議で申し上げてき

た。 

ひとりでも多くの保護者の意識が目覚めるような、質の良いパフォーマンスが必要で

ある。各地域バラつきが無いように、プログラムに準ずるようなものがあるといいと思

うが、現在の乳幼児健診では、保護者にどのように伝えているのか。 

プログラムを専門知識のある先生につくっていただいたら良いと思う。 

落合委員 P. 7【次代を担う子供の元気アップ推進事業】関係 

山形県の子どもたちの走力やボール投げの力が劣っているという結果が示されてい 

る。幼稚園や保育所、東京の私立幼稚園だったと思うが、ボール投げの遊び・ゲームを

通して自然に投げる力を伸ばす取組みをしているところもある。幼児期から遊びの中で

体力をつける取組みをぜひ工夫していただきたい。 

落合委員 P. 8【山形の未来をひらく教育推進事業（確かな学力）】関係 

高校生をもつ親の視点から申し上げると、中学時代には能力もあり、せっかく努力し 

て入った高校で、多くの生徒の中での実力差を感じてつぶれてしまう生徒がいるのはと

てももったいないと感じる。それぞれの生徒の能力を十分に伸ばす手立てが打てないも

のか。 

落合委員 P. 10【山形の未来をひらく教育推進事業（英語教育）】関係 

英検について、鶴岡市ではあまり生徒が受けていないという話を耳にする。これか 

ら、大学入試でも民間の試験を導入するという流れもあり、英検は中学からはぜひ受け

る方向で進めていただきたい。 

中学校の先生方で、英検準１級以上の資格をもっている方が 19.6％と少ないので驚 

いている。子どもたちの英語力を伸ばす意味でも、先生方の英語力向上を図っていただ

きたい。 

栗田委員  全般的に、評価の中で「調査中」が多いことが気になった。国からの制約等もあると

思うが、判明した時点で公表を行うなど、県民にも理解してもらえるような努力が必要

だと思う。 

全国に先駆けて行っている事業や、頑張っている事業などは、そのことが伝わるよう

な目標設定するなど、県民目線で分かりやすく目標を示し、努力した分、まだまだ足り

ない分などがあれば、それらが分かるように評価していくべきである。 

 

栗田委員 P. 4 【「いのちの教育」の推進】関係 

 ５教振から引き継いだ「いのちの教育」を未来につなぐことには大賛成である。いの

ちを考えたとき、元気に過ごすには、「食」と「農」の関わりがとても大切で、幼児教

育から高等教育の中で、地域と一体となった産業教育が大事である。 

現在、学校現場におけるいのちの教育、「食」と「農」については少々危惧している

ところ。職業上、様々な職種の方や児童生徒と接する機会があるが、「牛」と「馬」の

違いを質問すると一番分かっていないのが、先生である。汗をかき、五感で感じ見つめ

なおすことが大事なのだが、先生方が忙しすぎるのが問題だ。教える側の先生に、もう
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少しゆとりができれば、いのちの教育ばかりでなく、子どもたちの学力も体力も伸びる

のではないかと思う。  

 

黒木委員 P. 12 【特別支援教育の充実】関係 

 特別支援教育について６点申し上げたい。まず一点目、昭和の初め頃は、障がい者は

教育対象外であった。現在勤務している「手をつなぐ育成会」の運動のスタートは、知

的障がいの子どもを受け入れてくれる学校がないということから始まっている。東京神

田に住む３人の母親が頑張って運動を始めた。学校に入れてもらいたいという切実な思

いがあった。昭和 20年頃はそういう子どもを抱える親子の心中事件も新聞で話題に

なった時代であり、学校教育を受けられない時代が長く続いた。 

二点目、特別支援教育は今現在充実している。盲・聾学校が義務化されたのが昭和２

３年、養護学校が義務化されたのが昭和 54年。そういう意味では知的障がいは長く顧

みられなかった。初めは義務教育だけの受入れで、後から高等部の必要性が叫ばれて設

置された。山形県でも高等養護学校が出来、知的養護学校にも高等部が設置された。６

教振でも特別支援教育が一つの課題として取り上げられている。今日は障がいの種類、

程度に応じて、特別支援学校、特別支援学級、通級、訪問教育など多様な対応がなされ

るようになっている。 

三点目、通常学級における特別支援教育の進展は画期的なことである。通常学級にお

いても軽度の障がい者が６％程度いると言われている。そうした児童生徒に対しても通

常学級の教師が配慮ある指導が求められる時代となっている。障がいというものの捉え

方が大きく拡大したことがその要因と思われる。学習の遅れは単なる努力不足でなく、

微細な脳機能障害が起因しているという考え方になってきている。そうした問題に対し

て丁寧な支援をすることによって大きく改善することがわかっている。今まで置き去り

にしてきた軽度の障がいがある子に対しての教育支援の在り方が急速に普及してきたこ

とは画期的だと考えている。さらに、重度から軽度まで、個に即した教育が実践される

ようになっている。 

四点目、人権擁護に関わる取組み。障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指

すため、多くの人が努力している。障害者差別解消法が４月に施行され、条例も施行さ

れた。みんながいきいき元気に生活できる社会、障がい故に差別したりされたりしない

社会の実現に向けた継続的な取組みが求められている。そうした社会の実現には、学校

内の障がいによるいじめの解消が求められている。さらに、障がいに対する差別による

事件も発生しており、障がい者に対する密かな差別感情を払拭するため、学校は障がい

に対する普及啓発に力を入れて欲しい。 

五点目、特別支援教育に関わる教員の質の向上について。特別支援学校教諭免許の保

有率は概ね達成されている。やはり教員一人一人の専門性を確保するために資格取得は

重要だと思っている。個人的にも昔盲学校に転勤して、夏休みに認定講習を受講した

が、熱の入った授業で励みになった。特別支援教育にあまり興味がないまま人事異動に

よって赴任した教員に対する動機付けが重要になる。資格取得は現職教育の一つとなる

ので今後も継続的な働きかけをお願いしたい。さらに、小中学校の特別支援学級担任に

も資格取得の奨励をお願いしたい。 

六点目、個別の指導計画の質の向上について。公立幼小中高における個別の指導計画

の作成率は 98.7％。多分特別支援学校は 100％になっていると思う。非常に高く評価さ

れるものであり、各学校の熱心な取組みが行われていることだと思うが、指導計画が障

がいのある子にどれほど役立っているかという質の問題がある。計画通りに行かなけれ

ば新たに計画を作り直す必要がある。量的な拡大は達成されたと思うが、より良い指導
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計画の作成がどうなされているか調査が必要であると思う。特別な支援を必要とする通

常学級の児童生徒にとって、より効果的な指導計画を立案してもらいたい。 

 

渋谷委員 P. 15 【「未来に伝える山形の宝」登録制度推進事業】関係 

平成 27年度には、新規登録が３件に下がったということであるが、おそらく手続き 

的なもので、再度来年挑戦するということをうかがっており、期待しているし、さらに

登録件数が増えていくことを願っている。 

これまで登録されたものを見ていくと、国・県・市町村指定の文化財を点として、そ 

れらをつないだ面としての活用をして、地域の活性化につなげていくという取組みが多

いようである。 

本県は、国レベルの文化財が 170件ほどで、東北では福島県に次いで２番目であ 

る。県指定の文化財は、520件を超えており、東北では一番数が多い。そういったこと

を考えると、県内各地でこれらを活かした地域活性化の試みには、まだまだ潜在的なも

のが多いと考えているので、ぜひ継続して取り組んでいただきたい。 

住民にとってみれば、地域の有形・無形文化財というのは、「あって当たり前」と捉

えがちであるが、よそから見ると「素晴らしいものだ」、「価値があるものだ」となる

わけで、それに気づかないでいることが多い。 

東日本大震災で、津波等により、地域の有形・無形文化財が失われてしまったことが 

多くあった。それが、そこで暮らしていた人々にとって大きな喪失感につながってしま

ったことは報道でも伝えられている。文化財や文化の継承ということが、地域の紐帯と

して大きな力を持っているということをあらためて示している。 

「あって当たり前」と思っていると、実はそれらが地域住民の心の拠りどころになっ 

ていることに気づかないでしまう。「未来に伝える山形の宝 登録推進事業」が、地域

住民の方々への新たな気づき、地域のかけがえのないものの再発見につながり、地域活

性化の推進力となることを期待している。 

シンポジウムやポータルサイトは、今後も大きな期待ができる分野ではないかと考え 

ている。 

渋谷委員 P. 15 【文化財保護事業】関係 

文化財の保存・修理事業は、限られた予算の中で、今後も粛々と続けていく必要があ 

る事業だと考えている。 

埋蔵文化財の普及・啓発は、私の勤めている資料館でもその一翼を担っているもので

あるが、県教委としても本腰を入れるべき時が来ていると捉えている。平成５年に財団

法人（現在は公益財団）埋蔵文化センター設立に伴い、調査事業、普及啓発事業を進め

てきたが、資料の管理も含めて業務量が非常に多いものである。今後は、小学校への出

前授業も含めて需要はますます増えることが予想される。いずれにしても、県費負担職

員を増員することが不可欠だと考えている。福島県では、財団雇用職員を県費で負担し

て普及・啓発活動を行っているという実態がある。本県でもぜひご検討いただきたい。 

渋谷委員 P. 16 【伝統芸能育成事業】関係 

伝統芸能育成事業やふるさと塾もよい取組みであり、子どもたちの活動が地域の活性 

化につながってほしいと期待している。 

民俗芸能の指導者不足も大きな問題で、公演機会を増やすということは、やっている 

方々にとって大きな励みになるものである。ぜひ継続していただきたい。 

高橋委員 P. 6  【 読書活動の推進 】関係 

 学校側に求めるものは、子どもたちが「学校が楽しい」と思えること。学校が楽しい

と思えれば、自然に学力の向上、運動能力の向上、精神面の育成につながるのではない

かと思う。それが母親としての願いである。 

 この 4月から学校の図書整理員を務めているが、図書整理員を対象とした研修会に参

加し、大変感銘を受けたことがあった。鶴岡市の学校図書館アドバイザーの方が講師

（文部科学省推薦）となり、読書が子どもに与える影響について説明いただいた。 
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 「本を読む子どもは必ず伸びる」とのこと、それは脳の前頭前野の発達によるもので

あること。幼児期からの読み聞かせが大切で、子どもは各発達段階において本との向き

合い方が変わっていくが、小学校３年生では絵本から読書へと移行するという。そして

４年生では、活字・読書のグレードアップをし、読書がどんどん好きになる。残念なの

が５・６年生で、宿題も多く就寝までの時間があまりないため、大変忙しい毎日を過ご

している。それゆえ、読書が嫌いになったからではなく読む時間がないという理由で、

図書の貸出数も減っている。 

 学校では朝読書の時間を設けたり、読み聞かせのボランティアを頼んだりと工夫を凝

らしているが、それもなかなか難しいようである。そうであるならば、家庭での１０分

間読書の習慣を作ることをすすめたいと思っている。 

 読書は、子どもの落ち着きやコミュニケーションにも良い影響を与え、「いじめ」と

いう問題にも活かされていると聞く。 

高橋委員 P. 19【競技スポーツの推進】関係 

 中学時代、陸上をやってはいたが芽が出なかった兄弟が、高校の監督に出会い指導を

受けて以降、兄弟共に箱根駅伝のスター選手にまで成長した。弟はオリンピックにも出

場するほどの選手となった。 

 親は、子どもの可能性や才能については分からないことが多い。山形にもスター選手

になれるような子どもたちはきっといるはずである。それを見つけ、上手に導く指導者

が必要なのではないか。 

中山委員 P. 8【山形の未来を開く教育推進事業（確かな学力）】関係 

 探究型学習、特に小中高通した探究型学習の推進については期待している。100年以

上前のジョン・デューイの頃から、知識・技能習得から課題解決まで、それをつなぐ学

習形態が提唱されてきた。探究型学習は平成 15年に提唱された「確かな学力」を深掘

りし、今の社会に求められている資質能力を育もうとするより高次の授業を目指した学

習と受け止めている。特に再来年度から県立高校に設置される探究科あるいは普通科の

探究コースの将来の成果に期待している。 

高校の上位層の学力向上について。平成 19年をピークに難関大の現役合格者数が漸

減といわれている。その要因として、県内高校生の減少、あるいは進学校の規模縮小と

相関関係があるのかないのか。進学に関する高い志を育んで力を伸ばすことの出来る環

境と規模を維持することが学力向上につながっていくのではないか。ただし、それには

他校とのバランスや地域の人の意識に深く配慮していかなければならない。 

中山委員 P. 13【教職員健康管理事業】関係 

 教職員の精密検査受診率が 92.2％となっており、以前の 60～70％からみると多大な

成果だと思う。 

中山委員 P. 11【キャリア教育推進事業】関係 

 平成６年から進路指導の中で提唱してきた経緯がある。できれば、中学校、高等学校

の先生に厚労省の職業分類表をおすすめしたい。28,000の職種があり、学習資料として

使えば、中高生のイメージを膨らませ、指導が違ってくる。何らかの機会に、そういう

具体の資料も役立つのではと思う。 

 中山委員 P. 4【「いのちの教育」の推進】関係 

 いのちの教育の推進に係る手引きの作成について。資料収集の段階だと思うが、プロ

ジェクトチームで作成し、完成はいつ頃になるか。また、教師用指導資料の改訂の進捗

状況はどうなっているか。 

 学校の実情に応じて取り組むということであるが、いのちの日に類いする具体的な内
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容を設定した学校あるか。 

 ユネスコスクールについては英語教育の推進ということであるが、新庄にしかない。

どう進めていくか。 

  

【回答】 

小林保健・

食育主幹 

 性といのちの指導書については過去に出したものがあるが、文科省から性の教育につ

いて指針が出る予定であるので、それを受けて新たに改訂した指導書を作っていきたい

と考えており、文科省の指針を待っているところである。 

【回答】 

佐藤総務 

課長 

いのちの教育の手引きの作成については、今現在では、引き続き資料収集していると

ころである。 

【回答】 

澁江義務 

教育課長 

６月が命に関わる月間となっており、各学校で、交通安全も含め様々な視点からいの

ちを考える取組みを実施している。また、学校安全日というものがあり、そこをいのち

の日としている学校もある。６月を起点として３月までいのちを考える活動をしてい

る。 

ユネスコスクールについては、指定されているのが３校ということもあり、小学校と

いう発達段階では、活動の広がりという点で難しかったと思っている。ただ、持続可能

という点から環境を考えてみたり、エネルギーのことを考えてみたりと、ユネスコス

クールの印を学校に掲げていることで子どもたちが世界を身近に感じた面もあった。他

県や他の市町村から見学や書類等の問い合わせがあり、これから広がっていくのではな

いか。 

 中山委員 P. 15【郷土愛を育む教育の推進】関係 

県民歌の普及についてだが、昭和天皇が宮中歌会初めで詠まれたものが現在の県民歌

になっている。現在勤務している光丘文庫には、入江為守侍従長直筆の御歌最上川が２

対あり、山形の宝ということで光丘文庫として何か協力できないかというところであ

る。 

【欠席者】 

  黒田委員 
P. 4【信頼される学校づくり推進事業】関係 

 「いじめ」とはどんなことなのか、具体例を挙げ、子どもたちが日常生活で自ら「し

てはいけないこと」を確認するよう促していただきたい。 

 児童生徒が自覚し、規範意識をもてるように教員の力を発揮していただきたい。 

 暴力は体罰だけでなく言葉もある。指導者が使ってはいけない言葉、使うとよい言葉

など、具体的に確認されてはいかがか。 

【欠席者】 

  黒田委員 

   

P. 6【家庭教育推進事業】関係 

 家庭教育講座をきっかけに参加者たちが継続的にかかわり合えるような仕組みづくり

が必要である。 

 子どもが健全に育つためには家庭環境（特に夫婦の関係性など）が大切。子育て世代

の親は、子どもの躾や教育について夫婦間の些細なことで上手く行かなくなってしまう

ケースもある。そういうことを気軽に相談できるプロの相談員の育成が必要である。 

【欠席者】 

  黒田委員 

   

P. 6【読書活動の推進】関係 

 読書活動をさらに推進していただきたい。 

 山形県の視聴覚コンテストに出品された作品の中には、郷土愛を育む素晴らしいもの

があるので、ぜひ活用していただきたい。 

【欠席者】 

  黒田委員 
P. 10【山形の未来をひらく教育推進事業（英語教育関係）】関係 

  将来、実社会に出て活躍する子どもの英語学習のモチベーションを育成するため、実
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際どのような場面でどのように英語が使われているのか、外部講師から話を聞く機会や

訪問する機会を設けていただきたい。 

【欠席者】 

  黒田委員 
P. 15【郷土愛を育む教育推進事業】関係 

 県内それぞれの地域の宝を日本語・英語で説明した第２弾、第３弾の副読本をテーマ

ごとに作っていただきたい。 

 また、それらを教材として使い、児童、生徒が日本語と英語で県内の宝を発表する機

会を設ける等、児童生徒の能力開発のために役立てていただきたい。 

 

【欠席者】 

  黒田委員 
P．17【学校と家庭・地域との連携・協働の推進】関係 

P．18【青少年の地域力発揮・地域の教育力を高める生涯環境の充実】関係 

 ボランティアで支えてくださっている地域の方々への感謝の気持ちと地域愛を児童生

徒にさらに醸成されるよう、教育面でのバックアップをお願いしたい。 

三浦座長 【まとめ】 

１点目は、「学校のフォロー」に対するご意見だったとお聞きした。 

例えば、学級規模に応じた支援を充実させていくべきであるということや、多忙感を 

抱えた教員をどのようにフォローしていくかということ、あるいは特別支援教育の免許

状の取得を促して教育を充実させていくこと、そして読書教育で家庭の協力を得ていく

ことなどである。 

２点目は、「地域活性化」という観点であったと捉えている。 

例えば、地域の文化財等を起点としながら地域の活性化を図っていくことや、子ども 

たちと文化財に詳しい方々とをどのように結びつけていくかということ、または学校に

地域の方がどのように協力していくかということであった。 

３点目は、「体育・スポーツ」という観点であったと思う。 

評価表の中に、達成水準というものがある。この数値だけに目を奪われると、見えな 

いものが出てくるという意見があった。いじめや体罰の数値だけではなく、その裏側に

目を向けた時に、いじめや体罰の減少という視点が見えてくるということであったと理

解している。 

 


