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頁 
日程第１ 会議録署名者について  

日程第２ 報告・協議１ 広島県文化財保護審議会委員の選任に係る基本方針

について 

１

日程第３ 報告・協議２ 生徒指導集中対策プロジェクトの進捗状況について １

日程第４ 報告・協議３ 平成27年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結

果速報について 

５

日程第５ 報告・協議４ 「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィー

ク」における取組について 

８
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下﨑教育長： ただ今から本日の会議を開きます。 

直ちに日程に入ります。 

まず，会議録署名者の件ですが，本件は会議規則第 22 条の規定によりまして，私か

ら御指名を申し上げます。会議録署名者として，佐藤委員及び志々田委員を御指名申し

上げますので，御承諾をお願いいたします。 

 本日の会議題は，お手元のとおりでございます。 

議題のうち，公開になじまないものがあれば，最後に回して審議したいと思いますが，

いかがいたしましょうか。 

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 御意見がございませんので，本日の議題は全て公開して審議することといたします。 

 

報告・協議１ 広島県文化財保護審議会委員の選任に係る基本方針について 

 

下﨑教育長： それでは，報告・協議１，広島県文化財保護審議会委員の選任に係る基本方針につい

て，加藤文化財課長，説明をお願いします。 

加藤文化財課長： 広島県文化財保護審議会委員の選任に係る基本方針を御提案いたします。委員の任期

が平成 27 年 12 月 31 日をもって満了いたしますので，次期委員の選任に係る基本方針

ついて御協議いたします。 

 広島県文化財保護審議会は，文化財保護法第 190 条及び広島県文化財保護審議会条例

の規定に基づいて置かれている附属機関でございます。 

任務は，「設置目的及び任務」の欄にございますとおり，教育委員会の諮問に応じて，

文化財の保存，活用に関する重要事項について調査審議，建議することとなってござい

ます。 

 審議会の部会として，10 の常任部会と１つの特別部会を設置しておりまして，常任部

会にあってはそれぞれ５人前後，特別部会にあっては９人の委員が所属することとした

いと考えてございます。 

委員の選考基準につきましては，「選考基準」欄の１から４に掲げる基準によりまし

て選考することといたしたいと考えてございます。 

任期は，平成 28 年１月１日から平成 29 年 12 月 31 日までの２年間でございます。 

御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見がありましたら，お願いをいたします。 

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議２ 生徒指導集中対策プロジェクトの進捗状況について 

 

下﨑教育長： 続きまして，報告・協議２，生徒指導集中対策プロジェクトの進捗状況について，山

垣内豊かな心育成課長，説明をお願いします。 

山垣内豊かな心育成課長： 報告・協議２によりまして，生徒指導集中対策プロジェクトの進捗状況について，御

説明いたします。 

まず，「１」の生徒指導集中対策指定校 22 校の暴力行為発生件数については，指定

前年度同時期（９月末）と比較いたしますと，スクールサポーター派遣校では，目標値

の 80％減には達していないものの 74.4％減少，スクールサポーター未派遣校では，目

標値の 50％減を大きく上回り，75％減少するなど，一定の成果が出ております。 

「２」には，本プロジェクトの取組の具体及び成果について示しております。まず，

（１）「生徒指導」においては，昨年度作成いたしました生徒指導資料№37「学校生活

適応プログラムに基づく特別な指導について」を踏まえた指導を全ての学校で実施いた

しました。問題行動を起こした児童生徒個々に身に付けさせなければならない力を明確
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にするとともに，自分自身の将来の夢や目標を明確にし，実現に向けて挑戦する態度を

育成する指導を行ったことで，児童生徒が自らの問題行動を真摯に反省し，学校生活に

適応できるようになって参りました。そのため，暴力行為を繰り返す児童生徒が減少し

ている状況がございます。 

また，小学校におきましては，生徒指導の基準となる生徒指導規程を整備し，指導基

準を明確にした上で組織的に指導を行ったことで，指導の透明性が確保できるようにな

って参りました。そのため，教職員個々の指導に温度差が生じにくくなったことで，学

校の指導に対して児童や保護者の信頼感が高まって参りました。現時点で，小学校にお

ける暴力行為の発生件数は０件でございます。 

（２）「学習指導」においては，学習規律の徹底と学習環境の整備を図ることで，落

ち着いて学習できる環境づくりが進んで参りました。児童生徒が主体的な学びを促進す

るための授業改善も少しずつではございますけれども，進んでいるところでございます。 

（３）「学校経営」におきましては，生徒指導体制が確立してきたことで，校長がこ

れまで以上にリーダーシップを発揮するとともに，主体的に他の指定校の校長と連携し，

好事例を積極的に自校に取り入れようとする活動も見られるようになって参りました。 

「３ 今後の重点的な取組」についてでございます。各指定校の生徒指導体制は概ね

確立して参りました。今後はより一層の体制づくりに加え，個別の指導計画を踏まえて，

個の状況に応じた指導を行うなど，特別支援教育の視点を踏まえた指導を進めて参りま

す。更に，児童生徒自らが課題を発見し，解決するといった主体的な活動を推進すると

ともに，社会奉仕活動や異年齢交流等を通じて，児童生徒の自己肯定感の育成を図る取

組を推進して参ります。説明は以上でございます。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対して，御質問，御意見がありましたら，お願いをいたします。 

佐 藤 委 員： 御説明があったかもしれないですが，スクールサポーター派遣校は，当然，課題の多

い学校に対して派遣をされて，目標値は 80％減らすということを決められて未達であっ

た。一方，未派遣校の方は，目標値はあらかじめ 50％，スクールサポーターを入れない

がために，きっとそう大きな改善はならないだろうという予測を覆して，大変いい成果

になって 75％。これに対して，このスクールサポーターを入れても，なおかつ，目標未

達になった大きな理由というのは何だとお考えでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： この事業は今年度が３年目でございます。指定して取組を進めていくわけですけれど

も，２年目，３年目の中でより課題の大きな学校を，スクールサポーター派遣校として

おりますので，本県の中の生徒指導上課題のある学校の中でも，特に課題が大きいとい

うところが，目標達成に至っていないというところだと思います。 

ただ，体制づくりについては着実に進んでいると考えています。 

中 村 委 員： 大きく効果が上がっているということで結構だと思いますが，この事業の内容を確認

をさせていただきたいんですけれど，予算で言うと 7,300 万円ということだったと思い

ますが，この主たる使い道というのはどんなことなんでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： スクールサポーターの派遣に係る予算が大部分でございます。後は，生徒指導に係る

指定校の連絡協議会，あるいは指導主事が学校訪問する際の旅費等が中心でございます。 

中 村 委 員： この指定に併せて加配が行われている学校が多いと思いますけれど，その費用という

のはこれとは別途，あるいは加配自体は指定と連動している部分があるんでしょうか。

それとも指定と関係なく行われている部分もあるんでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： 加配は児童生徒支援加配，定数措置として加配をしておりますので，予算は別になっ

ております。 

中 村 委 員： 指定とも別ということですか。指定校になるかならないかとも別ということですか。 

山垣内豊かな心育成課長： 指定校になるかどうかというのは，我々の方でいろいろ様々な状況を判断して，指定

校を決めて，そこに児童生徒支援加配を利用して教員を加配するという状況でございま

す。 

中 村 委 員： 指定校であり，スクールサポーター派遣校であっても，実情というのは違うところも

あると思いますけれども，特に厳しい状況の学校というのは，この指定を受けて取り組

むということも，もちろん，効果が大きいところだと思いますし，それに加えて，加配

があって，その生徒指導に対して，より取り組めるという効果も大きいやに聞きます。

直接関係ないのかもしれませんけれども，続いて生徒指導を取り組む上で，来年度はど

うなるのか分かりませんけれども，こういう仕組みと，現実的に加配というところでも，

そういう意味での援助，支援をしていくべき学校があると思いますので，ここは意図的

にやる必要があるんじゃないかなと。意見です。 
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山垣内豊かな心育成課長： 生徒指導集中対策指定校については２名加配，それから実践指定校については１名加

配ということで取組を進めておりまして，まずは生徒指導体制を確立するということが

ねらいでございます。いつまでも加配をし続けるということのないように体制づくりを

して，最後には学校が自立した生徒指導を進められるということがねらいでございます

ので，加配があれば，より有効に活用できるということは重々承知しておりますけれど

も，目指すところは加配がなくても取り組めるというところでございます。 

先ほどの指定とこの事業というのは，リンクをしております。 

中 村 委 員： リンクですか。分かりました。 

二 宮 委 員： 先般，小学校の対教師暴力がという議論をしたかと思いますが，まず，対教師暴力と

いう特定の行動を取り出してみて，このスクールサポーター制度というのは，今，機能

しているだろうかどうだろうかという観点。それから，指定校を選ぶときに，トータル

の暴力行為発生件数もさることながら，少なくとも対教師暴力はもっと減らそうといっ

たような，何か重点観点みたいな形で対教師暴力を特別に取り出して，指定校で研究し

ていこうということはあったんでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： まず，対教師暴力に関するスクールサポーターの活用ということでございますけれど

も，対教師暴力でスクールサポーターの支援が必要な状況というのは，随分減って参り

ました。ただ，対教師暴力という教師の指導に従わない児童生徒の状況については，事

前に学校として把握をした上で，そういった子供が落ち着かないときにはスクールサポ

ーターに行っていただくということで，有効には動いていただいているところでござい

ます。 

もう１点の指定に当たってということですけれども，特に課題の大きさという中で，

逮捕された生徒がいるとか，小学校時代に暴力行為を起こした生徒が進級する中学校で

あるとか，対教師暴力という暴力行為を起こした学校というのは指定する際の１つの参

考項目にはしております。 

二 宮 委 員： だから，小学校でも同じ考え方で指定されるということですね。 

山垣内豊かな心育成課長： はい。 

細 川 委 員： ２点ほどお伺いしたいんですけれども，平成 27 年度，件数が 31 と 14 とございます

が，これについては件数ですので，特定の児童生徒がこれを引き起こしておるのかとい

うことと，この本プロジェクトが本当に有効なのかどうかということを知る上で，先ほ

どありましたけれども，卒業によって件数が減少したということがあるのか，ないのか

をお聞きしたいと思います。 

山垣内豊かな心育成課長： まず，特定の児童生徒の繰り返しはどうかということでございますけれども，昨年度

９月末現在で特定の児童の繰り返しは 18 件ございました。今年度同時期９月末では繰

り返しが８件ということで，55.6％の減少ということでございます。先ほども触れたプ

ログラム等を活用した取組ということが，一定の成果につながっているかなと考えてお

ります。 

もう１点ですが，卒業によって，減少したのではないかということでございます。確

かに，小学校で暴力行為を起こした生徒が卒業することによって，減少したということ

もあるんですけれども，卒業して中学校へ入学した生徒も進級先の中学校で暴力行為を

起こしておりません。したがって，その小学校における体制づくりは進んできたと考え

ております。 

志々田委員： ３年間のプロジェクトの成果が上がっているということがよく分かりました。今は暴

力行為が起きているものをどう止めるか，どう体制を作っていくかということですが，

今後，また次の３年間に向かっては，今度はどう未然に防ぐのかということが次の課題

になるかと思います。ですので，子供が入れ替われば，また，新しい子が入ってくれば，

どこの学校でも起こり得るというのがこの暴力行為の大きな特徴ではないかと思いま

すので，そういうどこの学校でも，どの先生にも，最終的にはスクールサポーターが入

らなくても，全部学校の教員で対応できるということを目指していかなくちゃいけない

と思うので，そういった未然防止のための教員の研修であるとか，それから初期対応の

ようなプログラムだとかというようなことで開発へ向かっていくような方向性はある

のでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： 委員御指摘のような指定校のみの取組では，全県の取組の充実ということになりませ

んので，まずは体制づくりに向けてどういったところがポイントなのかということを整

理しながら，指定校の研修，あるいは生徒指導主事研修等の中で，効果的なものについ

ては広げていく必要があると思っております。 
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また，重点的な取組のところにも書いておりますけれども，まず，組織を作るという

ことに加えて，個々の児童生徒の個に応じた丁寧な支援，それから体験活動等，授業も

そうですけけれども，日常的な全ての教育活動を通じて，指導をいかに充実していくか

ということが重要だろうと思っています。 

下﨑教育長： 今の点では，生徒指導と学習指導という「２」の（１），（２）がありますけれども，

そこと関連させて取り組んでいるということで，そこら辺の説明をお願いします。 

山垣内豊かな心育成課長： 学習指導と生徒指導の一体化ということでございます。学習のつまずきが不登校，あ

るいは問題行動につながるというケースもございます。そういったことから，生徒指導

集中対策指定校におきましては，生徒指導主事に加えまして，授業改善担当者を加配し

ております。その改善担当者は，教務部と連携して授業の進め方，あるいはつまずきの

把握，つまずきに対する支援といったようなものを組織で行えるような体制づくりを進

めているところでございます。 

二 宮 委 員： 今，生徒指導で予防というか，未然防止の対策として，もちろん，教育指導もですが，

清掃活動とか，ボランティア活動とか，社会奉仕など書かれていますけれども，問題行

動を起こした生徒にボランティア活動を強制して，もう１回自立していただくような，

そういう意味でのボランティア活動というのは，どんな手続きで，どういう仕組みの中

で，実際にはどのように展開されるのか。新聞で，確か見るようなことはあるんですけ

れども，具体がなかなかよく分からなくて。普通のボランティア活動とどこがどう違う

のかという，健全育成との境目がそんなにはっきりしているかどうか分からないんです

けれども，もし，分かれば，特定の生徒の生徒指導という観点から，そういうボランテ

ィア活動を有効に活用するという制度は本来あるんでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： 奉仕活動とか，そういったものについては，先ほどの№37「学校生活適応プログラム」

の中に，子供たちに身に付けさせなければならない力を明確にした上で，問題行動に対

する振り返りであるとか，あるいは感情のコントロールのプログラムであるとか，１日

のスケジュールの中の食事の後の午後に学校の中の清掃をするといった清掃活動を教

員と一緒にするとか，そういった形でねらいを明確にして取組を進めていくような指導

をしているところでございます。 

二 宮 委 員： それは全ての児童生徒ですか。そのクラスなのか，全校なのか，その辺を明確に教え

てもらっていいですか。 

山垣内豊かな心育成課長： 今，申し上げましたように，問題を起こした生徒が自らを振り返って将来に見通しを

持つための指導の中の説明でございます。 

二 宮 委 員： 要するに，それを行うというか，そういう指導をしようということは校長が決定でき

るんですか。 

山垣内豊かな心育成課長： 最終的には校長の決定ということですけれども，事前にどういった指導を，どういう

ねらいで行うのかというのは生徒指導規程というものに明確に示して，保護者にも，児

童生徒にも，地域にも示した上で，状況に応じて，どういうプログラムが適切かという

ことを判断すると。最終的には校長の判断ということです。 

二 宮 委 員： 適正な手続きはきちんと踏んであるということですね。 

山垣内豊かな心育成課長： はい。 

佐 藤 委 員： 意見ですけれど，志々田委員がおっしゃった未然に防ぐというところ。昨日，市町教

育委員連合会の方とお話をさせていただきましたが，そのテーマは幼保小連携について

ということでした。小学校で暴力事件を起こす突発的な事例は，もしかしたら，それま

での間に何らかの隠されたものがあると思います。突然変異が起こるわけじゃないので。

キャリアノートのように１人１人の子供の成長を記録されたものが持ち上がってはこ

られるでしょうけれども，何か暴力事件等々があったときに，それをフィードバックし

て，まず，可能かどうかは分かりませんが，保育所であったり，幼稚園であったりのと

ころまで落とし込めるような仕組みができれば，より未然防止になるんじゃないか。小

学校から中学校も同じでしょうけれども。意見として申し上げております。 

下﨑教育長： そのほか，御意見等はございませんか。 

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 
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報告・協議３ 平成 27 年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果速報について 

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議３，平成 27 年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果速報に

ついて，石井スポーツ振興課長，説明をお願いします。 

石井スポーツ振興課長： それでは，報告・協議３，平成 27 年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果速報

について，お手元に配付しております資料に基づきまして御説明させていただきます。 

資料の１ページをお開きください。Ⅰ・調査の概要でございます。この調査は６歳か

ら 17 歳までの全児童生徒を対象に，本年４月から７月にかけて実施いたしました。調

査の内容は，４の（１）の表にあります身体力テストの項目の測定と，（２）児童生徒

アンケート調査，そして（３）学校質問紙調査の３つでございます。 

２ページの（表１）を御覧ください。これは，テスト項目ごとの測定結果を前年度と

比較したものでございます。前年度以上の項目を◎，下回っている項目を▲で表してお

ります。表の下から２行目，右から２列目にありますように，204 のテスト項目のうち，

196 項目，割合にして 96.1％が前年度以上となっております。また，テスト項目別では，

９項目中，握力と反復横跳びを除いた７つの項目で，前年度以上の項目が昨年度の調査

より増加しております。 

４ページの（表２）を御覧ください。これは，本年度の県平均値を平成 26 年度の全

国調査の平均値と比較したものでございます。 

表の右下の２行目にありますとおり，全国平均以上となった項目数の割合は 78.4％で，

昨年度の 72.1％から 6.3 ポイント増加いたしました。 

また，５ページのグラフ２で年齢別に見ますと，６～11 歳の小学生と 12～14 歳の中

学生では，男女ともに全国平均以上の割合が前年度より伸びており，特に小学生の女子

で，全国平均以上の項目数の割合が 95.8％と高くなっております。 

８ページからは，児童生徒アンケート調査の結果と，平成 27 年度の県調査結果及び

平成 26 年度の全国調査結果の体力合計点との関係を比較しております。 

８ページの下の方を御覧ください。小学校第５学年では，（イ）「運動・スポーツの

実施頻度」については，グラフ６の円グラフを見ますと，「ほとんど毎日」「ときどき」

と回答した児童の割合が，男女とも全国平均とほぼ同じになっております。右隣の棒グ

ラフを見ますと，「ほとんど毎日」と回答した広島県の男子の体力合計点は 58.5，女子

では 60.6 となっており，運動・スポーツの実施頻度が高い児童は体力合計点が高いこ

とが分かります。 

14 ページをお開きください。高等学校第２学年では，（ア）の「運動部やスポーツク

ラブへの所属」については，グラフ 20 の円グラフを見ますと，全国平均と比較し大き

な差は見られませんが，15 ページ（ウ）の「１日の運動・スポーツの実施時間」につい

ては，グラフ 23 のとおり，「２時間以上」運動する生徒の割合が全国平均と比較し，

男子で 12.5 ポイント，女子で 11.3 ポイント下回っており，運動部やスポーツクラブの

所属の状況は全国と変わりませんが，運動時間は短い状況があります。 

18 ページ，19 ページは，年齢別の県平均値の４年間の推移の表でございます。各年

齢の最下段が本年度の数値で，網かけで黒字が前年度を上回ったもの，濃い網かけで白

字が過去３年間を上回ったものを表しております。 

22，23 ページは，小学校第５学年，中学校第２学年の市町別各テスト項目の平均値の

一覧でございます。 

また，24 ページ以降は，学校質問紙調査の回答をまとめたものでございます。今年度

の調査結果から，本県の児童生徒の体力は引き続き改善傾向にありますが，まだ全国平

均を下回る項目もありますことから，今後も体力向上への取組を進めて参る所存でござ

います。説明は以上でございます。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問，御意見がありましたら，お願いをいたします。 

佐 藤 委 員： 非常に詳細に分析をしていただいて，結果的にも１年，１年改善されているというの

がよく分かりますが，また，これを踏まえて，適切なる御指導をされるんでしょうが，

どういう御指導をされるのか，お教えいただければと思います。 

石井スポーツ振興課長： 実は，３年間をかけて市町を回りました。「体力つくり推進リーダー」の研修を３年

間，全ての市町を回って行って参りました。次年度からも，そのリーダー研修は続けて

いき，体力づくりの実技指導，あるいはこの結果をしっかりと，リーダーのみならず，

各学校の先生方に理解していただくように研修をするという計画がございます。 
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それから，これまで体力改善計画は毎年更新していただいております。そのことを分

析にとどまらず，本当に実践に移していただく，また，学年が上がるにつれ，本県が目

指しております課題解決学習へとつなげていくように，各研修講座などを通じて普及し

て参りたいと考えております。 

佐 藤 委 員： 学校訪問で小学校の方にお伺いしたときに，中学校の体育の先生が小中連携の下で授

業を，高学年ですけれど，小学校５年生に対して，鉄棒を教えに来られた。非常に小学

校の先生から見ると，的確なる生徒に対する指導，自分たちにない指導をしていただい

て，非常に子供たちができるようになって喜んでいるという報告をその場でいただきま

した。 

そういう専門にされている方が，より小学校なり，低学年の方というか，そういう知

識のない生徒たちに教えていただければ，より運動も楽しく感じられてくるのではない

かと思います。意見ですけれど。また，反映させてください。 

石井スポーツ振興課長： 先ほど，説明を省かせていただきましたが，24 ページの学校質問紙調査の中で，小学

校がどの校種と連携しているかというのが，３－２にございます。小学校同士で 51.5％，

中学校との連携が 54.6％となっております。この結果は，昨年度の調査では中学校との

連携は 32.0％でしたので，先ほど，委員がおっしゃられたような小中連携というのが広

がっているということが分かります。 

中 村 委 員： 全体として良い数字になってきているということだと思いますが，２ページ，４ペー

ジの表を見ると，少し特徴的に高校生の数字が，良くない数字が並んでいるように見え

るんですが。この点について，何か要因とか，状況とかいうのが分かれば教えていただ

きたい。 

石井スポーツ振興課長： このことについては，いろいろ議論をしているんですけれども，これといった決定的

に何かが間違っているというところは見いだせておりません。結論といたしましては，

その前のページにありますように，年々少しずつではありますが，高等学校も向上して

いるということは，これまでの取組は間違っていない。全国の伸びに少々追いついてい

ないということは事実ではありますが，今の取組が間違っていないのであれば，近い将

来，全国平均を上回っていくものとは推測しているところでございます。 

もう１つは，瞬発力が劣っているのかなと。50 メートル走や立幅とびが悪いという。

ところが，反復横とびは例年ずっと良い結果ですので，瞬発力が落ちているというわけ

でもないといった。なかなか複雑ではあります。 

中 村 委 員： もう１点だけ。１日の運動時間が短い，30 分未満の理由のところで，「運動する場所

がない」という答えが年代それぞれありまして。する気がないとか，時間がないとかと

いうのではなくて，してもいいけれど，したいけれど，場所がないというのはどういう

ことなのか，この辺りの環境を少し調べてみれば，しなさいという指導もそうですけれ

ども，するつもりがあってできないというのが，一体どういうことなのかというのは，

少し調べてみると面白い結果になるかもしれないという気がいたしました。意見です。 

下﨑教育長： 少し調べてみるということで，お願いします。 

石井スポーツ振興課長： はい。 

志々田委員： 平均点というのは，あくまでも平均なので。私も運動があまり得意じゃないので，得

意な子と不得意な子，好きな子，嫌いな子というのはあろうかと思いますが，著しく運

動をしないとか，運動に対して意欲がないというような低数値層がどれぐらいなのかと

いうことが，公教育では大事かなと思います。すごくよくできる子をたくさん作るんで

はなくて，みんなが平均的に頑張れるし，運動への意欲というのは学習や様々な生活に

とっても，とても重要なことだと思うので。そういう層がどれぐらいいるのか，奮わな

い層というか，なんと言ったらいいのか分からないんですが。やろうとしない子という

か，それがどのぐらいいるのか，その子たちにどう指導ができるのかというようなこと

が分かれば教えていただきたいんですけれども。 

石井スポーツ振興課長： 数値でお示しすることは，今，手持ちがないんですけれども，全国的な傾向は本県も

同じですが，女子にそういった二極化傾向が現れております。我々が特に低年齢の方へ

の学習指導で気を付けていることは，運動嫌いを作らない，ましてや体育嫌いを作らな

いということは基本中の基本で，低年齢の頃から運動好きになる，それから運動が日常

化するという習慣づけのところに重点を置いて指導をしようと取り組んでおります。 

下﨑教育長： 何か学校なり，具体的な取組を紹介できるものがありますでしょうか。 

石井スポーツ振興課長： 年齢の低い方ではなく，逆に高等学校とか中学校になりますと，文化系の部活動に入

るか，運動部に入るかがはっきり分かれて参りますが，文化系の部活動に入ったら運動
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しないかと言うと，例えば，吹奏楽では腹筋をしっかり鍛えればいい音が出せるとか，

あるいは演劇部でも大きな声が出せるとか，マーチングバンドでは歩いていきますので，

脚力を鍛えるとかといった文化系の部でも体つくりというのを取り組んでいるという

特徴的な部活動もあります。 

細 川 委 員： 昨年，50 メートル走について，非常に気がかりだと申し上げたんですけれども，為末

さんとか木村さんを各学校へ招聘されて，走り方を子供たちに教えてあげて，それで昨

年度と今年度の比較をすると，50 メートル走については全てについて上回ったという結

果が出たというので，非常に安心をしております。 

▲が多いんですが，そういうことを積み重ねていただいて，走ることは基本ですけれ

ども，それがここにある各項目の数字が良くなっていくような気がいたします。 

それから，先ほどから御指摘がありましたように，高校生の女子の運動部，スポーツ

クラブへ所属していない方が広島で 47.9％，半分は所属していないということですけれ

ども。先ほど，課長も申されましたとおり，文化系だから体を動かさなくてもいいとい

うことではなくて，私は体育系，運動系のクラブでしたけれども，陸上部でしたが，雨

が降るとなかなか走るのが大変だったので，室内系の，例えば，卓球部のところへ行っ

たり，バレー部のところへ行ったりして，ちょっと練習相手になってあげるとか，そう

いうようなことでいろいろとやっていたんですよ。ですから，そういうような取組もあ

るし，通学も駅からすぐの学校はなかなか難しいと思いますが，ちょっと距離のある学

校はメリハリをつけて歩くことも，この 30 分未満から外れていくんじゃないかという

ような気がするんですよね。例えば，辞書を持って歩くと負荷が全然違うんですよ。そ

ういうような御指導みたいなことをいただいて，体力つくりをしていただければいいん

じゃないかなと思っております。意見です。 

二 宮 委 員： 教育委員になった最初の頃から時々発言してきたんですが，それから，教育改革推進

懇談会でスポーツ界の方々が来ていただいて，お話を伺いました。あまりスポーツのこ

とがよく分からないから聞いていたんですが，スポーツ，部活も含めて，日本は根性主

義，鍛練主義，一点集中主義というか，それに対して全部じゃないですけれど，アメリ

カ的な文化ではシーズンとシーズンオフとか，１年間に２つか３つぐらい楽しめるとい

う，１人の人が，そういうシーズン制があっていいんじゃないかと。楽しいことがたく

さん毎年続いていくというか，そういうことを考えたことがあって，発言しました。 

しかし，この前聞いたところによると，スポ少だったら，１人の女子小学校の児童が

何種類も駆り出されて，もう大変だといって，バレーからなんから全部その人しかいな

いみたいになる。また，逆の話も聞いたりですけれども，いかがなんですかね，学習指

導要領上はどうなっているか分かりませんが，部活は元旦から 12 月の師走まで毎日同

じことをするというんじゃなくて，もう少し。オリンピックに出る人は別ですよ，それ

はまた別ですけれども。日常性のあるスポーツと考えていけば，１回，筋力も別のスポ

ーツをやるとまた鍛えられるとか，細川委員のおっしゃっていることもよく分かるとこ

ろがあるんで。広島県は学びの変革なので，スポーツを楽しむ変革というのはないんで

すかね。 

石井スポーツ振興課長： 多分，運動好きな子，スポーツの好きな子，いろいろなスポーツにチャレンジしたい

と思っている子がいると思います。ただ，学校の運動部活動はほぼ同じ時期に大会がご

ざいまして，別の部活動をしていても，結局，その集大成である試合に出る日が重なり

ますので，１つの部活としても，そのままずっと続けるという形にはなったりしている

のかなとは思います。決して，絶対に１つの運動部しか所属してはいけないというので

はございません。例えば，山間部のスキー部ですと，当然，陸上部と一緒に兼ねている，

あるいは神楽部と兼ねているとかやっておりますもので。 

下﨑教育長： 学びの変革との関わりではいかがですか。 

二 宮 委 員： アクティブですので。 

佐 藤 委 員： 私の経験ですけれども，同好会という組織があって，これは体育のクラブに入ると激

しい練習と精度を求められたりが嫌で，だけど，そのスポーツが好きだという人たちが

集まって同好会を作るんですね。テニス部の選手でも，サッカーの同好会のチームに入

ってきたりして，同好会だけの試合があったりすると。だけど，そうした場合にグラン

ドの手当だとか，サッカーでしたらボールが１つあればできるんですけれど，それ以外

だったら，いろいろ器具の手当だとかが難しいんで，何らかの形で，同好会組織のよう

なところに援助ができるような仕組みを作れば，少なからず，体育系のクラブに入って

いる，運動するということの一歩手前で，いろいろな競技に参加する人たちが増えるん
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じゃないかと思います。自分の経験則からですけれども。意見は以上です。 

下﨑教育長： 今の学びの変革のお話が出ましたけれども。安芸高校へ行きました。体育の授業を，

是非，見てもらいたいということで見てきました。すると，何をしているかというと，

あるスキルをやることについて，それを向上させるのにどういうトレーニングが必要か，

どういう筋肉を鍛えるとか，どういうトレーニングをしたら向上するかを自分らで考え

る，３人ぐらいのチームで考えて，計画を立てて，そこへ指導はもちろん入るんですけ

れど。それでトレーニングをする。そして，今度はまた，その成果を図って，延びたか

どうかを検証して，また修正をする。そういう授業をしていましたけれども，すごく嬉々

としていて，自分で学ぶ，主体的に学ぶということで，正に学びの変革の対応の中で実

践される。そうすることによって，体を動かすとか，運動するということが，積極的に，

主体的に取り組める。そういう実践を見て来ましたけれども，見てくださいということ

はあったなと思います。 

二 宮 委 員： その中に，楽しさという要素はありましたか。 

下﨑教育長： 非常に嬉々としてやっていました。 

そのほか，御意見等はございませんか。 

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議４ 「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」における取組について 

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議４，「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」におけ

る取組について，佐藤秘書広報室長，説明をお願いします。 

佐藤秘書広報室長： それでは，報告・協議４，「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」にお

ける取組について御報告いたします。資料の１ページを御覧ください。「１ 趣旨」に

ございます，「ひろしま教育の日」の趣旨を広く浸透させるため，平成 13 年度から毎

年，県，市町，学校等が連携して，10 月から 11 月の間，県内全域で多彩な事業を実施

しております。 

本日までに実施いたしました事業について御説明いたします。 

２の（１）広報事業にありますとおり，ポスター・チラシを作成し，県内全ての学校

や幼稚園等に配布するなど，「ひろしま教育の日」の広報に努めて参りました。 

また，（２）のメイン行事として，「ひろしま教育の日」フォーラムを 11 月１日，

日曜日に，広島市にございます広島県ＪＡビルにおきまして開催をいたしました。534

名の参加をいただきました。このうち，保護者が 203 名，一般の児童・生徒が 60 名で，

約半数は保護者と児童・生徒の参加をいただくことができました。 

今年度のフォーラムでは，広島版「学びの変革」について保護者をはじめ，広く県民

の方に理解を深めていただく機会とするため，まず，「広島版『学びの変革』アクショ

ン・プラン」の概要説明，続いて，マッスル株式会社 玉井博文さんによります「夢を

描き 夢に近づくには！」と題した御講演により，「学びの変革」の必要性を，最後に，

県内外の先進的な取組を行っております高校生等が発表や意見交換を行う「高校生サミ

ット」により，具体的な理解へとつなげていく構成といたしました。 

会場で配付し，回収しましたアンケートには，保護者の意見として，「主体的に学ぶ

ことの大切さが分かりました。」「学びの変革を早く全校で実現してほしい。」など，

「学びの変革」についての理解が深まったという感想が多く書かれておりました。 

また，児童・生徒の意見では，「自分の活動に生かすことのできる内容がとても多く，

参考になりました。」「自分は何も挑戦できていないということに気付かされました。

もっと自ら探求をしていこうと思いました。」など，同世代の生徒の活動に刺激を受け，

主体的に学んでいこうとする声がございました。 

続きまして，２ページ（３）の「ひろしま教育ウィーク期間中の事業」についてでご

ざいます。「学校へ行こう週間」におきましては，委員の皆様に学校等を訪問していた

だきました。この「学校へ行こう週間」に各学校が様々な方法で地域への公開を行って

おりますが，これらの状況につきましては，12 月に取りまとめを行う予定でございます。 

また，各市町におきましても，今後実施される事業も含め，「ひろしま教育の日」の
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趣旨に沿った取組が全市町で実施されております。説明は以上でございます。 

下﨑教育長： この「ひろしま教育ウィーク」，それから「ひろしま教育の日」フォーラムに関わり

ましては，委員の皆様にも学校訪問，それからフォーラムへ参加していただいたと伺

っております。そこで委員の皆様から学校訪問及びフォーラムへの参加の状況につい

て，御報告をいただければというように思います。それでは，二宮委員から順にお願

いしたいと思います。 

二 宮 委 員： 私は，１つは廿日市の大野学園に視察に行かせていただきました。もう１つは，細川

委員と同じになりましたけれども，私は知らなくて結果として同じになりまして，庄原

市の美古登小学校で，先ほどの「ひろしま教育の日」メッセージの最優秀賞を受賞され

た，かわいい１年生だったんですが，３人並んで勉強していましたけれど，その中の真

ん中に座っているお子さんだったのを桧山さんが教えてくれて，そうなんだといって拝

顔して帰りましたけれども，その２つの学校に行かせていただきました。 

簡単に報告したいと思います。大野学園は，小中一貫校として，どのようなスタート

を切ろうとしているのか。まだ，日数は経っていませんけれども，どんなことが期待で

きるのかということを，しかも学園祭でございましたので，保護者の方々と一緒に見さ

せていただきました。 

美古登小学校も同じように，学校開放でございますので，見させていただくことにし

たんですけれど，特別，道徳授業を開放すると言いますか，道徳をしっかり保護者の方

に見てもらおうという，全学年的に道徳教育に取り組んだ公開参観でございましたので，

私も，是非，道徳を拝見したいということで，それが理由で行かせていただきました。 

大野の大野西小学校，大野中学校は，校長が１人で，教頭先生がそれぞれいらっしゃ

って，基本的には小学校は小学校，中学校は中学校として居続けていこうと。一遍に小

中一括して何かやろうということではなくて，まず，小学校は小学校，中学校は中学校

という方針で学校を作っていきたいということのようでございました。 

それから，学年の区切り方も６年間と３年間。ただ，１年生から９年生までというや

り方をしているという形になっております。校舎もとてもきれいで，中庭を囲む形で，

中庭のグリーンがとても良くて，子供たちはお昼にそこに寝転がってもいいような，自

由と規律がきちんと，風物詩のような形でも描けるような，そういう学校づくりで，と

ても気持ちが良かったと思っております。 

学校のモットーが定めてありまして，小学校と中学校では１つだけ，チームでものご

とをという，チームというメッセージを共通のモットーとしながら，小学校は，自主自

立できる子供になっていこうと。中学校は，ちょっと早いかなと思ったんですが，貢献

できる人になっていこうといったようなモットーでした。 

小中合わせて，生活規律的な意味での生徒指導は，下足を揃えるということで，下駄

箱の中に，ちょうど靴に合った円が書いてあって，ここに置くとぴったり揃うんですよ，

みたいな。本当に揃っていました。揃っていましたって言ったら変ですけれど，揃えて

あったと言った方がいいのか分かりませんけれど。それは１つの指導法だと私も昔から

思っていますので，とても規律が，ある意味，保っていけると思っております。 

しかし，小中一貫校ですので，一貫校らしき特色を作っていかなくちゃいけないとい

うのがありまして，どんなことだろうと見ていたら，入学式とか始業式，終了式等々は

小学校１年生の小さい子供さんから９年生まで，合同で行事は基本的にやっていると。

しかし，合同となると時間が非常に難しくて，小学校の１年生にとっての 10 分と，中

学校３年生にとっての 10 分では意味が全然違うということで，そこは配慮しながらど

うやってやっていくかということを考えていらっしゃるようでございます。 

それから，一貫校の特色として大変興味深かったのは，どこでもされていると言えば，

されているんですけれども，１年生から９年生までをペアにして，世話をするというよ

りも一緒に仕事をするというか，掃除を一緒にしましょう，学習も一緒にやってみまし

ょうとか，あいさつなども一緒にやってみましょうというペア活動の時間を設けている

と。 

それから，これはあまり例がないかもしれませんが，あるかもしれませんが，お許し

いただきたいんですけれど，９年生が小学校に出かけていって授業をするという。担任

の先生に何をどうしているかといったようなことについては，もちろん，指導を受けな

がら，10 分間とかプレゼン型の授業をやってみて，そして持ち帰って，自分たちのこと

が分かったんだろうかどうだろうかという，「教うるは学ぶの半ば」というので，正に

そういう形で，なかなか面白いですよね。それを学園祭で，９年生に発表させていまし
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た。 

５年生，６年生は，教科担任制が組めるということで，メリットを生かしているよう

でございます。 

それから，先ほど，話がありました生徒指導ですけれども，小学校生徒指導規程とい

うものが，今，紹介されましたが，小学校にも生徒指導規程の同じ考え方をきちっと入

れて，１年生から９年生まで生徒指導については，きちっと学園全体を筋を通して保護

者の人にも理解してもらって指導していこうということで，小学校から中学校へという

問題は中１ギャップとともに克服しようと，９年間一貫した指導をしていこうというこ

とでございました。 

それから，廿日市市がニュージーランドの町と姉妹都市を結んだことを契機に，中学

校でも学校との姉妹校を結ぶといった，始まったばかりですけれども，保護者の方々も

230 万円も寄付されて，先生と生徒を派遣するといった，大変地域も期待される一貫校

という形でスタートを切られているようでございます。先生方も熱心に，保護者もたく

さん来られて支援すると，一緒に学ぶというようなことが見えたかと思います。 

庄原市の美古登小学校は，細川先生とダブるんで，私の学校紹介は少しおきたいと思

いますけれど，ここの学校の見るところは図書館だというのが分かりました。図書館を

通した指導というのが徹底的に研究をされて，構造化されていて，日常の中に図書がど

う入っていくかという，図書を活用することでもって学力がどう伸びていくかという，

その辺が見事に計算され尽くしていると言いますか，初めて私もそういうのを見て，読

書というものが単に読めばいいんじゃなくて，自ら探して，検索して，あるいは調査研

究してとか，情報検索の手段も探索していくみたいな，そういう情報リテラシーの教育

にまでなっているということが分かりまして，びっくりして帰った次第であります。 

一番見たかった道徳ですが，これは文科省なんですけれど，広島県教育委員会が推奨

されておる「私たちの道徳」という，道徳用の教材をそのまま使われて，それぞれの学

年で勉強されているんですけれども。全部お見せいただいたんで，１つ１つところがど

うなのかというのは，なかなかコメントできないんですけれども，５年生・６年生の複

式の授業を道徳で見させていただいて，テーマが非常に難しかったんですね。 

インターネットの掲示板に誰かが何かを書いて，それをその書かれた人が見て，やめ

てくださいとか，どうしたらいいんだろうかといって，またその何ともないと思って書

いた人が今度は非難をされるという，そういう情報モラルとか情報倫理という問題につ

いて扱うところで，５年生と６年生ではちょっとステージが違うので，どのぐらい扱え

るのかなと言ったら，１つはどれが良いというわけではなくて，いろいろな考えがあっ

て，それを更に更に自分で考え続けていくしかないという。つまり，エチケットも決ま

っているようで決まっていませんので，日常の中でという話で見せて。保護者は後ろで

座ってお聞きになる。 

また，牧原教育長先生が来られていたんですが，校長先生に，冗談なんですが，情報

倫理というのは，携帯の問題，インターネットの問題，スマホの問題，持っていく，持

っていかさないの問題，情報倫理については，お父さん，お母さんもどう考えていいか

分からないときがあるんですね。そういう意味では，年に１回ぐらい保護者の人と一緒

になって，５～６年生は人数が少ないんだから，こういう難しいテーマは，むしろ親も

一緒になって学ぶみたいな工夫をやっていくと，子供と一緒に家庭に帰っても，お父さ

ん，お母さんと子供が同じ土俵でこの問題を取扱うことができるんじゃないか。そうす

ると，ネットいじめとかということに対しても，今度は自分を守ることがきちっと身に

付いていって，むやみに人を，無責任に人を傷付けるような言葉を書いたら，どんなこ

とが起こるかということも想像力豊かに受け止めることができるようになるんじゃな

いかなと。このテーマは仲良くしましょうとか，そういうことじゃないので，学ぶべき

ことなのでといったような話をしたら，校長先生が笑いながら，多分，その気はないん

ですけれども，そういったような意見交換をして帰りました。 

いずれにしても，一度見ていただけたらと思います。子供たちが笑顔で本当に楽しそ

うに，そして，全校で太鼓もたたいてくれたんですが，こういう 60 人ぐらいしかいな

い小さな学校だったんですけれども，こういう学校で１年生として迎え入れられたあの

お子さんが，あんなメッセージが書けたんだなという，正に学校そのものが１つの宝箱

だという感じで，本当に良い学校を見させていただいたなと思っております。長くなり

ましたが，以上です。 

佐 藤 委 員： 私は 11 月４日，午前中と午後にそれぞれ１校ずつ回らせていただきました。学校を
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選ぶに当たっては，「学校へ行こう週間」の 11 月４日のこの日に何か，そのための行

事をしておられる学校へ行きたいということでお願いをして，午前中にお伺いした深津

小学校では，小学校２年生が地域のボランティアの方々から教わりながら，１年を通じ

て稲作をやっていまして。それで，稲刈りをして，収穫した後のお米を使っておはぎを

作り，そのおはぎをボランティアで御指導いただいた方々をお招きして，一緒に食べる，

感謝の時間を持つという行事がありまして，それに出かけて参りました。 

深津小学校は，大変，福山の中でも古い歴史を持った小学校ですが，学校の大切にし

ていることは，ことばの教育ということ。これは県のパイロット校としての指定も受け

られた学校でして，ことばの教育で何をされているかというと，やはり，あいさつ。そ

のあいさつも，単に人と人とのあいさつじゃなくて，授業の始まり，授業の終わり，そ

れのあいさつ。あるいは昼食のときの「いただきます」というようなあいさつ，「ごち

そうさまでした」というあいさつ。そういった一言一言の言葉を大変大切にされていま

した。おはぎもいただいたんですけれども，昼食は小学校２年生のクラスで一緒にさせ

ていただきまして，非常にしっかりとしたあいさつができるが故に，食事の時間も静か

でありながら和気あいあいというか。早い，遅いのスピードがありながら，それでいて，

それぞれのスピードを守りながら食べて，食べ終わったら，ちゃんとそれを指定の場所

へ持っていって，牛乳のパックは全て解体をして，平らな紙に戻して，それはなぜかと

お尋ねすると，資源を再利用するために，次の人が使いやすい，処理しやすいような状

態に戻して渡すんだというようなことを話してもらいました。 

この学校は，それぞれの学年ごとに「ふるさと学習」というものをテーマにしていま

して，小学校１年生は校庭内にある菜園づくりというか，青物を植えて育てるという体

験学習をしていますし，２年生は稲作づくり，３年生は昔の暮らしということで，その

周辺の古いおうちへ訪ねていって，昔の暮らしぶりの話を聞いて，それを取りまとめて

いる。４年生は平和学習，これは戦災にあったときのお話だと。これも周辺の方にそう

いった辛い時代のお話を聞いて帰ってくる。５年生は福祉活動で，お年寄りのおられる

場所へ出向いていって，一緒に行動を共にする。６年生は深津の歴史学習ということで，

周辺の古い石橋が，なぜ石橋ができたかとか，あるいは昔は山だったんだけれど，その

山があるが故に通行が不便だったところを，「何のだれべえさん」が資材を出して平ら

にして，通行しやすくなった。それが「辻の坂」という名称で残っているんだというよ

うなことを聞き取りながら勉強しているということをお聞きしました。 

元に戻りますが，その２年生が作ったおはぎですけれども，もちろん，おはぎを自分

たちで作れるわけではないんで，先生方も協力しながら作られたわけですけれども。稲

刈りまでの間，当然，田植えをするわけで，水を入れた泥だらけの中にはだしで入って

植えるという，土の中に自分の足がめり込むというのは初めてという経験をしている子

が多いんですね。なおかつ，田植えをされるときには保護者も来ていただいて参加して

いただく。初めてこんなことをしたというお母さん方も多かったと聞いておりますし，

最後に稲を刈るときには，かまを使うんですね。かまは怖くないかといって生徒に聞き

ますと，怖かったと。怖かったから，ちゃんと気をつけて刈ったんだという話をしてく

れました。危ないから使わさないじゃなくて，使い方をしっかり教えて使って，その稲

刈りを体験させる。そして，できたお米で作ったおはぎを食べる。だから非常においし

い，と同時にボランティアの方々との交流があり，そのボランティアの方々から，また，

知識も得られる。キュウリというのはどれぐらいのときに刈ったら一番おいしいんだと

か，トマトは水を与えてはいけないんだと，元々これは砂漠の植物なので，水をあまり

与えすぎると水分だらけになっておいしくないんだというような話を，その場で聞くわ

けですね。これは，大変良い経験をしているなということで感心をいたしました。 

昼からは，昔の松永市，今の福山市松永地区にある精華中学校に行きました。これは，

金江村立金江中学校と言うんですか，非常にこれも歴史がある学校だったんですけれど

も，現在は精華中学校ということで，何をしておるかというと，小学６年生を呼んでオ

ープンスクールをしている。是非，うちの中学校へ来てくださいということを小学生に

訴えかける。金江小学校と藤江小学校と，そして柳津小学校と３つ小学校があるんです

けれど，先ほど申し上げるのを忘れていましたけれど，福山市は今年から小中連携で中

学校にそれぞれの小学校の組み合わせを作っていまして，この精華中学校は金江小学校

と藤江小学校の２校の小学校で組み合わせが作られていますけれども，実際には柳津小

学校の生徒も通っている。今回，金江小学校，藤江小学校の全生徒に精華中学校へ入っ

てもらわないと，クラスが１つになっちゃう。２つあるのが１つになっちゃうから，何
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が何でも来てもらわなくちゃいけないというのが中学生の生徒に分かっていまして，必

死で呼び込みをしている。 

女子バレー部のダンスから始まって，学校説明があって，それから中学１年，２年，

３年生がパフォーマンスをするんですが，なぜ，それをするのかと言えば，この中学校

に入るとこんな人になれるということを分かってもらおう，見てもらおうということで，

中学１年生は作文コンクールで準優勝になったという，曾おばあさんから聞いた曾おじ

いさんの戦争のお話を作文にして，その辛かったことに比べれば，今，僕はまだまだや

れることがあるんだというような作文を読む。 

中学校２年生は英語を暗記しまして，英語でしゃべる。中学校３年生の女子生徒は，

弁論大会でかなり優秀な成績を収められた生徒なんですけれども，その熱い思いを伝え

ていく，小学生に身振り手振りを交えながら。クラブの部長に指名されて，全く自信が

なかったんだけれど，それをみんなと一緒になってやったんだというような，小学生か

ら見たらこういう先輩になれるんだ，なりたいんだと思えるようなパフォーマンスとい

うか，そういうものを用意して，小学生に見てもらって，それから，授業参観に行くわ

けです。 

それぞれ２つに分かれまして，小学生を連れて工作の授業はここですよとか，体育は

ここですよとか，そういう場所をずっと。校内の施設も全部見てもらって，是非，精華

中学校へということを，この日にやっておられました。 

しかし，それがその学校全てを表現するんじゃなくて，ここはボランティア活動がし

っかりしていて，地域の方々と一緒になって清掃活動をしている。あるいは地元の金江

町でやっておられるお祭りに必ず参加をして，一緒にそのお祭りを盛り上げるというよ

うなボランティア活動をしっかりとやられて，町の人たちとともに暮らしていくという

ことを言われました。 

リクエストを伺って参りました。深津小学校の件は知事に直接申し上げましたんで，

省かせていただきますが，精華中学校の方は時間講師の問題で，教員が 11 名で，時間

講師の方や管理職等が 10 名，21 名でやっているんだけれど，時間講師の方は授業が終

わると他校との掛け持ちがあって，すぐに別の学校へ行かれるために共同での研修会と

いうのが学校内でできない。ここら辺は少し県教委の方で考えてもらえませんかという

ことをお伺いし，持ち帰って参りました。駆け足の御報告でございますが，以上でござ

います。 

細 川 委 員： 私は，先ほど，二宮先生が御報告された，まず，庄原市立美古登小学校でございます

が，美古登小学校は，８月 17 日から 20 日に江田島青少年交流の家で，「山・海・島」

野外活動を行った学校でありまして，庄原市立西城小学校と合同でしたけれども，果た

して子供たちがそれ以降どういう成長をしているかなということも見たかったですし，

先ほど二宮先生が言われましたように，図書のことも非常に気になりましたので，こち

らを訪問させていただきました。 

まず，公開授業を見ましたけれども，子供たちの姿勢が大変良くて，そしてまた，返

事がハキハキしていたと感じました。先生の話も，大変よく聞いておる。そして，友達

の発表もきちんと聞いているというような感想を受けました。 

また，「美古登ばやし」という太鼓がございますが，全員が生き生きとして演奏して

おります。すごい迫力です。御覧になられた方，二宮先生も私もすごい迫力を感じまし

たけれども，低学年は板状のものをたたいております。中学年が小さい太鼓です。高学

年は大きい太鼓をたたくんですけれども，早くあの大きい太鼓がたたきたいということ

で，早く大きくなって，あの大太鼓をたたくんだということで，小さい子も楽しみにし

て練習をしておりますし，本番もすごい迫力でございます。 

声が大きいですし，それから視線が前を向いております。下を向いて，たたく子はお

りません。私らの方を向いてやるもんですから，すごく伝わってくるものがございまし

た。 

その後，先ほど申し上げました，待ちに待った５年生児童との意見交換をしましたけ

れども，廊下にも，児童が帰ってからの感想を貼っておりましたが，自分から行動でき

るようになったということと，それから自分の仕事が終わったとしても，ほかの人の仕

事が終わってなかったら，それに気が付くようになったというようなことを発表してお

りました。 

当日，８月 18 日，２日目のカッター訓練と野外炊飯の視察をしたんですけれども，

昨年から２年目の江田島でございますが，大変経費も掛かりますので，仮に経費的に無



13 
 

理になったとしても，近所での３泊４日は続けたいと校長先生はおっしゃいました。市

町への支援もお願いをしたいなということも申されておりました。 

また，５年生ですから，「皆さんは来年６年生になるんだけれど，どんな６年生にな

りたいですか。」と問いかけましたところ，「美古登小学校を引っ張っていく６年生に

なりたい。」「下級生が間違っていたら，間違っているよと指導できる６年生になりた

い。」。それから，先ほどありました「美古登ばやしを支える６年生になりたい。」と

いうことを申しておりました。地域を支える心構えができていると感じました。 

また，広大附属小学校の谷本先生の講演があったんですが，この美古登小学校という

のが，二宮先生もおっしゃいましたように，読書を非常に中心に置いておられて，まず，

机に１冊，それからカバンに１冊というふうに２冊は必ず持っておるんだと。ランドセ

ルに入れると本が傷むので，専用の袋を持っておりまして，それに入れて通学をやって

いる。「本になかなか馴染めない子供さんにはどうされるんですか。」とお聞きすると，

「まず，読み聞かせから始めております。」ということをお聞きしました。 

それから，バスで小学校へ通学する子供が多いので，バスの時間待ちも一列になって，

みんながこうやって本を読んでいるということで，本が好きな子供さんが多いんだなと

思いました。 

その表彰もしているんですが，低学年の場合は割合薄い本が多いので，冊数によって

表彰する。高学年の方はページ数で表彰しているんだということをおっしゃっておられ

ました。また，ここの美古登小学校の図書館には，専用バーコード読み取り機というの

が，かなり高いんだそうですけれども，置いてありまして，図書委員になった子供は司

書気取りで，「はい」とか言って，それがすごくかっこいいんだそうです，ほかの子供

さんから見て。「早く図書委員になりたい」「私も早くなりたい」というふうに，横目

でチラチラ，チラチラ見ながら，専用バーコード機の図書の貸出作業をやっているとい

うことでした。 

ただ，それだけ読書をしているんですけれども，感想文を書かすところに，まだ至っ

ていないんだということをおっしゃっておって，それがこれからのこの学校の課題であ

りますということを言っておられました。 

また，１年生の真ん中にいた重原真帆さん，「がっこうは うきうきたくさん たか

らばこ」で最優秀賞を受賞した子供さんのお母さんがいらっしゃったんで，一体どうい

う育て方をされたんですかということをお聞きしましたところ，「小さいころから，こ

の子は非常に理屈っぽかったんですよ。自分で読める本を自分で，図書館とか図書室に

行って選んで，自分から読んでいました。」ということと，それから重原さんのお宅は

祖父母様と三世代同居でございまして，「おじいちゃん，おばあちゃんからもいろいろ

教えてもらっていることが良いことなのかもしれません。」ということをおっしゃって

おられました。また，真帆さんのノートを覗き込んだんですけれども，非常に丁寧なき

れいな字を書いておりまして，そういう几帳面なところも標語を考える力が付いている

のかなというような気がいたしました。 

それから，11 月８日は庄原特別支援学校に参りました。今年で３年連続でお伺いした

んですけれども，地元の産業界，経済界からも非常に卒業後の一般就労を希望する生徒

さんが多いということで，どういうふうに育っておるか，育ってきたかということも関

心がございまして，連続で行かせていただいております。 

例年通りのステージ発表は，大変，皆さんはよく練習をしておって，ビデオに練習風

景を撮りながら修正点を確認したりして仕上げていく。どれも感動を誘うものでしたけ

れども，ここは田楽太鼓が有名なんですが，パワーアップしておりまして，今年は特に

高等部の１年生に２名ほど，東城の神楽団に所属している生徒が入学して参りました。

その２名が太鼓と笛を担当しているんですが，「八岐大蛇」などを披露して。吉田高校

も有名なんですけれども。周りの方は指導がなかなか，まだ行き届いておりませんので，

周りまでは手が回っておりませんでしたけれども，笛，太鼓，演奏は普通の神楽団顔負

けと言いますか，普通の神楽団のレベルの演奏をしておりました。 

その後，午後の部も，高等部の音楽部が３曲を披露したり，それから近所に県立広島

大学がございますので，そこの大学生の女子学生が参りまして，ラテン系音楽を演奏し

た後，特支の子供たちとステージもあふれんばかりの，最後は「恋するフォーチュンク

ッキー」だったんですけれども，学校が１つにぐっとまとまったなということを感じま

した。 

ちょっと前後しましたけれども，午前中のステージ発表は教員が手を出してかなと思
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ったら，ぐっと我慢をして，子供がやりきるまでよく待っていたと言うんですか，普段

の授業で練習していると思いますけれども，普段の授業でできるということが分かって

おられるので，時間がかかっても子供たちができるまで，よく待って，やりきらせてい

たということと，それに児童も応えて，頑張ってやったということが見てとれました。 

保護者，地域の人に加えて，卒業生も応援に駆け付けてくれておりまして，体育館に

は約 200 席ぐらい椅子があったんですが，満席でありまして，ぐるりと全部立ち見が出

るぐらいの大勢の人でございました。 

また，学校訪問とは関係ないんですけれども，10 月 24，25 日に第 23 回みよし商工フ

ェスティバルというのが，県立みよし公園でございました。そこは庄原特支の子供たち

が今年で３回目の技能検定で，接客という部分でのことをやっていただいております。

２日間で 160 人の来場がありまして，会場に来られた方々が特支に対する認識を新たに

されたり，そういうことを知らなかったという方も御理解が進んだり，また，技能検定

についても，例えば，スプーンの方向が違いますよとかというようなことを御指摘をい

ただいたりということで，非常に良いＰＲになっているということも併せて，報告をさ

せていただきたいと思います。長くなりましたが，以上でございます。 

中 村 委 員： 私は，10 月 21 日に広島県立教育センター，そして 11 月４日に東広島市立中央中学校

の視察をさせていただきました。それぞれ簡単に概要を説明させていただきます。 

教育センターの方ですけれども，教員の質の向上というのは言うまでもなく大事なこ

とでありますし，高田所長さんにお誘いもいただきましたので，視察をさせていただい

て参りました。 

ＪＲの八本松駅から歩いて 10 分ぐらいの距離，比較的便利のいいところだと思いま

す。概要をお聞きしますと，研修だけではなくて，研究とか教育相談といったこともそ

こでやられておるということであります。 

当日は，特別支援学校小学部の初任者研修が行われていました。今年度９期に分けて

行われる初任者研修の第７期の２日目ということで，「実験・実習・実技を伴う教科の

指導の実際」というテーマでございました。小学校ですから，いろいろな教科があるわ

けですけれども，それぞれグループに分かれたりしながら，いろいろな教科の指導方法

を教えてもらっているところを見させてもらったということになります。 

実際に科学の実験なんかを指導の教官の方がやるところを，初任者の人が見ていると

いうところで，傍から見ておりますと模擬授業というか，正に授業の実際といったよう

に思いました。 

聞いている人たちが先生方もこういうふうにされたらいいと思いますというような

ことを言われているんですけれど，この人たちも先生なんだなというところが，やや，

途中で気付いて違和感があるような感じの授業といったところだと思いました。 

実際に教えられている教官の方は，非常に熱心にというか，熱意を持って教えておら

れまして，テクニックということだけではなくて，授業にかける思い，熱意というよう

なものも伝わる研修だったと思います。 

それから，美術の講義では，子供が描く絵への評価の仕方という，これは非常に難し

くて大事なところだと聞いていて思いましたけれども，そういったところについての考

え方とかということも教えられているところを見させていただきました。 

個人的に思いましたのは，教員初任者の方に網羅的に全ての教科で，全ての単元を教

えるということはできないわけで。限られた時間をいかに有効に研修を行うかという，

中身であったり，やり方というのは，すごく御苦労があるのではないかなと思いました。

大学で教員養成の過程で習ってきたこと，そして実際に教員になって，実際に授業をし

ながら勉強しているところもあろうかと思いますけれども，総合的に，いかに指導力と

いうか，質を上げていくかということ。私は，大学での養成課程での中身がよく分かり

ませんけれども，総合的に教員の質を上げていくということを，このカリキュラムで十

分かどうか，改善もしながら取り組む大事なテーマだと，改めて思った次第であります。 

それと，もう１つ。長期研修が行われているところも視察をさせていただきました。

約半年間の研修の中でのまとめに近いところだったとお聞きしましたけれども，グルー

プに分かれて，こちらも発表のテーマごとに議論をしているところを見させていただき

ました。 

印象的だったのは，板書してある，あるグループのテーマの１つに，職員一人一人の

意識の差を埋め，高めるために何が必要かといったようなテーマが書いてありました。

この長期研修というのは，マネジメントというよりはエキスパート系とお聞きしたんで
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すけれども，一人一人の意識の差を埋め，高めていくというテーマで，一生懸命熱く議

論をしているというところを拝見しまして，県の教育の未来は明るいなと，すごく感動

と言いましょうか，良いところを見させていただいたという気がいたしました。 

「学びの変革」という新しいテーマが課題発見・解決学習をしていく上で，まず教え

る人に内容であり，スキルでありを磨いてもらわないといけないということです。その

研修のプログラム等，本当に大事であり，大変なところだと思います。正に県の教育の

レベルを上げていく上で大事なところですので，引き続きしっかり機能を果たしていた

だきたいと思って帰って参りました。 

ただ１点，建物が非常に歴史があると言いましょうか，古いなと。ひび割れがしてい

たりして，耐震性の診断はされておるんでしょうけれども，少しその点が残念かなと思

った次第であります。 

もう１つ，東広島市立中央中学校ですけれども，こちらは 11 月４日が手づくり弁当

の日ということで，全員が家で弁当を作って持って来る日ということで視察をさせてい

ただきました。数少ない新設校で，５年目という非常に新しい学校でありました。各学

年６クラスで，18 クラスという大きい学校ということでもあります。 

その日の朝，全員が弁当を作って持って来てということですけれども，この学校では

年に３回，手づくり弁当の日をやっておりますけれども，この日はそのうちの１回です

けれども，東広島市全体で手づくり弁当のコンクールをやっておりまして，この日はそ

の中学校予選というような位置付けで，審査もあるということでありました。 

まず，各クラスで２個ずつクラス代表を生徒の投票で選出しまして，18 クラスありま

すので，36 個上がってきたものをＰＴＡ，教員，そして，地域の調理専門家の方も入れ

て審査をするということで，その審査まで参加をさせていただいたということでありま

す。 

地元の食材を使うとか，調理冷食やレトルトは使用しないといったようなルールがあ

る中で，コンクールをされたということでありました。中には，コンビニで買った弁当

を詰め替えるだけという子もいるかもしれないと聞いていたんですけれども，大体クラ

スを回らせていただいた中で，そのような生徒は見かけられなかったと思います。親御

さんの手づくりの弁当についての反応は，中には大変だということを言われる保護者も

いるということでしたけれども，日頃の料理を作る親の苦労，弁当を作る苦労というも

のが分かった，ありがとうといったような声もあるということでありました。 

生徒が作った手づくりの弁当を試食もさせていただきましたけれども，なかなか順位

を付けるのは簡単ではありませんけれども，一応，投票をして，市の決勝へ行くものを

選んだということであります。 

それともう１点，この中学校は，先ほど議題でもありました生徒指導集中対策プロジ

ェクトの指定校で，スクールサポーターの派遣校ということでもありました。この点に

つきましては，そのプロジェクトの成果もあるということだと思いますけれども，非常

に今は落ち着いているということで，私が見させていただいた限りでも，指定校という

ことを言われないと分からない状況だと思いました。 

校長としても，生徒が頑張っているところを積極的に地域に発信をしていきたいとい

うことをおっしゃっておられました。吹奏楽部が全国大会に，今度行くということでも

ありましたし，帰り際には合唱部が，その視察の直後に地元のフジグランで披露する歌

の練習を聞かせてもいただきましたけれども，大変しっかり歌っておって，こちらも感

銘を受けたということでございます。簡単ですけれど，以上です。 

志々田委員： 私は，10 月 23 日に庄原市の口和中学校へ，まず行かせていただきました。ここは小

中連携をずっとやっておられる学校でして，瀬尾校長先生をはじめ，牧原教育長もいら

しておられて，公開授業と公開授業に対する協議会と，それから最後に講評会というよ

うな手順で全て見させていただいて参りました。 

公開授業は，小学校６年生の外国語活動と，それから中学校３年生の英語活動を合同

でやるということで，方や 45 分，方や 50 分の授業でうまくここを接続させながら，小

学生と中学生が一緒に，「外国の方が口和中に来た，その方に観光名所を道案内する」

というようなことを，実際に体験型でやっておられました。 

うまくＡＬＴの先生が入っておられまして，子供たちが一生懸命用意したものをやる

のが精一杯なんですけれど，わざと「さすらいの外国人」と自分で名札を付けられてい

て，突拍子もない質問を子供たちにする。それを小学生はぽかんとして見ているんです

が，一生懸命，中学生が外国人の先生に分かるようにというので，会話をしていって。
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なかなかイレギュラーな質問もあったようで，非常にきゃっきゃ，きゃっきゃ言いなが

ら，楽しそうに授業をされておられました。 

最後の振り返りの時点で，小学校６年生の子が中学生は難しい表現をして，一生懸命

出来ていて，かっこよかったと，すごいなと思ったと憧れているんだというようなこと

を発表してくれたり，中３の子供たちは，一方で，いやいや，もっと自分はいろいろな

ことができたはずなので，もっと上手にできるはずだったのに，これからもっと勉強し

たいというようなことを，前向きなコメントをされておられて，非常に微笑ましい授業

を見させていただきました。 

その後に，小学校の先生と中学校の先生が合同で授業討議をされておられるのを見さ

せていただきました。外から見るのはつまんないなと思いまして，グループの中の１つ

にこっそり入りまして，「誰だ，こいつ」と思っておられたと思いますが，こっそり一

緒に輪の中に入って，真ん前でワークシートの模造紙の前で，みんなと一緒に話をさせ

てもらいました。 

そのときにすごく印象的だったのは，小学校の先生と中学校の先生が同じ児童・生徒

のことを，何々君，何々さんというので名前を呼び合って，「あの子はいつもこうだか

らね」とか「あのときも頑張っていたからね」とかというふうにして，同じ児童・生徒

を異学校種の先生が会話をして，しかも，それをその子の特性を生かして笑ったりとか，

うまく今回はできて良かったとかというようなことを言い合えているというような形

で，小中連携の教員同士の連携もしっかりされているということが伝わってきました。

熱心に，これは外国語活動だけじゃなくて，全ての教科において，小中の先生が一緒に

教材を考え合うような取組をしているんだということを御紹介をいただきました。 

最後に，広島大学の吉田先生から，そういった授業研究をしておられることも含めて

講評をされておられて，講演もされておられました。もう３回とか４回と，ずっと続け

て来ていただいているという形で，大学の教員が実際の学校現場に行って，しかも何度

も連続して行って，じっくりと集中的に教材や学校経営の話をしておられるというのは，

すごいことだなと思って見させていただきました。 

それと，もう１つ行かせていただきましたのが，府中市にあります明郷小中学校で，

髙石先生の学校に行かせていただきました。ちょうど学校祭をやっていまして，子供た

ちのステージ発表と，それから子供たちのやっている文化祭のような，お化け屋敷だと

か，迷路だとか，そういう出し物ですとか，それからＰＴＡの方たちがやっておられる

模擬店を見させていただくことができました。 

小学生の子供たちが，「ふるさと」を英語で一生懸命歌ってみたりとかというような

ことで，いろいろ工夫した出し物を。最近涙もろくなったせいか，子供たちの「ふるさ

と」で，つい，涙が出てしまうというような温かい環境の中で，学校の発表会を，保護

者だけじゃなくて地域の方や，それから近くの保育園の子供たちも見に来たりだとかし

て，満員の会場の中で子供たちが誇らしそうに自分たちの出し物をやっておられるのが，

とても微笑ましく，楽しい思いをさせていただきました。 

私が明郷小中学校に行きたいと思ったのは，府中市で導入されていますコミュニティ

ースクール，学校運営協議会制度をどういうふうにやっておられるのかということと，

実態はどんなことが展開できているのかということを見させていただきたいので行か

せていただきました。 

そのために，学校運営協議会の会長である立石さんという，地元の企業家の方だそう

ですが，立石さんと，それから副会長の消防士らしいんですが，末房さんというお二人

の地域の方とも交えて，いろいろコミュニティースクールをどう取り組んでおられるの

かという話をインタビューすることができました。 

「地域の中に学校を，学校の中に地域を」ということをスローガンにしながら，本当

に立石会長さんが，自分が子供たちを育てることが，自分にとっての最後の使命なんだ

ということで，学校と地域の連携の炭火を「いこす」んだという，「いこす」はボウボ

ウ燃やすのではなくて，「いこす」という広島の言葉だと聞きましたが，そういうふう

な継続的に，炭火のようにつながる連携を作るためにということで，非常に積極的に自

治会の方たちも巻き込んで，学校の行事とどう連携できるのか，それから防災について

とか，いろいろなことを取り組んでおられて，楽しいお話ができました。 

その成果として，教頭先生がおっしゃっていたんですが，うちの学校は御近所から苦

情が１つも出ないんだと，学校の職員室に１つも地域から，もう２年教頭先生をやって

おられるんですが，一度もその電話を取ったことがない。もし，あるんだったら，直接
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言いに来てくれる。「わしもこう言っといたけれども，あんたたちも気を付けんさい。」

と言ってくれるというふうにして，円滑に地域とつながっておられることが，地域全体

で子供を見守ったり，生徒指導をしたりというような意識につながっているんだなとい

うことがよく分かりました。 

また，その反対側で地域で見守っていただいているということが学校の先生方もよく

分かっておられるので，学校の先生方が，今度は地域の地区の運動会に，これは行けと

いうようなことは全く言っていないんだけれども，積極的に参加をして，リレーの選手

をやったりだとか，そういうふうにして，若い人がだんだん少なくなっている地域なの

で，学校の先生が地区の運動会に出てくれて，有力なリレーの選手として引っ張ってい

ってくれるとかというようなことを，それから立派なあいさつをしてくれただとか，そ

ういった地域と学校の垣根を越えて，同じ子供を見守る仲間としてチームができあがっ

ているということは，とてもよく見させていただきました。 

非常にいい意見交換ができて，私としても勉強になりました。以上です。 

下﨑教育長： ありがとうございました。各委員さんの方から報告をいただきましたけれども，何か

質問なり御意見がありましたらお願いをいたします。 

中 村 委 員： 教育の日のフォーラムについても，何かあれば一言と言われていたと思いますけれど

も，この間，総合教育会議でも申し上げたとおりなんですけれど，主体的な学びという

ことで，大変素晴らしい発表を聞けて良かったと思います。 

二 宮 委 員： 県の小中一貫校の全体的な会合というか，研究会，運営協議会とか，小中一貫校の先

生方，あるいは校長先生が集まって議論される場とかはあるんですか。経験を交流され

る場はまだないのですか。  

下﨑教育長： 任意で，呉市辺りを中心にして，関係校が集まって，研究会をされるというところは

あります。 

二 宮 委 員： もうできているんですか。 

下﨑教育長： 国からも結構来られたり，それから天笠先生が指導に来られるんです。山中次官も来

られました。 

二 宮 委 員： 昔の中高一貫の議論のときと同じように，連携型小中一貫とか，併設型とか，それぞ

れ特色を持って，教育づくりをされるんですか。 

下﨑教育長： それぞれの実績なり，取組なりを情報交換して，研究協議をするというような機会は

作られているみたいです。 

二 宮 委 員： 県教育委員会としては，市町が作られている小中一貫校について，小学校は小学校，

中学校は中学校で，指導を助言されるんですか。特に小中一貫としての指導助言になる

んでしょうか。事務所から指導主事の先生がよく行かれていたりしますよね。そういう

ときに，小中一貫校を指導助言できるという体制は，県教育委員会の事務所になると思

いますけれど，芸北とか広島とか。それは，まだ検討していないのですか。  

下﨑教育長： 助言の場面がいろいろあると思いますけれど。 

田 坂 参 与： 小学校，中学校，それぞれ指導主事がおりまして，事務所の方に。小学校も中学校も

指導できるような体制になっておりますので。小学校に行くときは小学校，中学校に行

くときには中学校。小中一貫校であれば，小中一貫校としての指導もできるように体制

をしております，教育事務所の方が。 

二 宮 委 員： 小中一貫校の特性が伸びるような指導助言が，専門的にできる先生がいらっしゃるん

ですか。 

田 坂 参 与： 専門としての小中一貫校の担当というものはございませんけれども。指導主事は，学

校の体制に応じて指導ができるようになっております。 

下﨑教育長： 例えば，カリキュラムは小中一貫のカリキュラムによって，それが適切にいくかどう

か，また，それについて助言が求められたら指導するとか。だから，学校が取り組んで

いるニーズに応じて，指導に入っているというのは事実だと思います。 

諸藤教育部長： 追加します。実際に，それぞれの指導する指導主事であるとか，あるいは指導課が，

今はそういう一貫教育ということがあちこちで行われているとかも前提として，いろい

ろなことを勉強して，それが指導できることをお互いに連携をしていますので，教科な

ら教科で，小中高とつながることを指導できるように，それぞれがやっておりますし，

国からもそういう情報がどんどん出ていますので，そういう意味ではそれぞれの状況に

応じて，指導できる状況にはなっていると認識しております。 

下﨑教育長： 教育指導，それから基礎・基本の定着調査の分析も，小・中というものの関連を考え

たような分析をしたり，指導改善のポイントを書いたりしておりますので，その観点を
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しっかり持って，研究会だとか，そういうところに要請があれば行くというような形を

取っています。 

そのほか，御意見等はございませんか。 

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： よろしいでしょうか。ただ今，委員の皆様から御報告いただきましたので，これを事

務局の方で，また，今後に生かしたいなと思っております。 

以上で本件の審議を終わります。 

以上で，本日の会議の全ての日程を終了いたします。 

 

（14：46） 
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