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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，佐藤委員及び細川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。 

本日の会議議題は，お手元のとおりです。 

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。 

佐 藤 委 員： 第１号議案及び第２号議案は，個別の人事に関する案件ですから，審議は非公開が適

当ではないかと思います。 

下﨑教育長： ほかに御意見はございませんか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： それでは，ただ今の佐藤委員の発議について採決をいたします。 

第１号議案の教職員人事について，第２号議案の教職員人事については，公開しない

ということに賛成の方は，挙手願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

下﨑教育長： 全員賛成と認めます。 

したがいまして，本日の議題は，第１号議案及び第２号議案を公開しないで審議する

ことといたします。 

 

報告・協議１ 「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： それでは，報告・協議１，「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１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」の趣旨を幅広く浸透させるため，平

成 13 年度から，毎年，県，市町及び学校等が連携して，10 月～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（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」の広報を行って参りました。 

また，「（２）メイン行事」として，「ひろしま教育の日」フォーラムを，10 月 22 日（土），

三次市民ホール，きりりにおいて開催し，会場の定員一杯となる 1,038 名に参加してい

ただきました。特に今年度は，広島県高等学校ＰＴＡ連合会広島県大会と併催したこと

もございまして，参加者に占める保護者の割合が約８割に上るなど，多くの保護者に参

加して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」の概要説明，続いて，尾道市立土堂小学校及び御調高等学校から

広島版「学びの変革」実践事例発表を，最後に，高校生パネルディスカッションにより

まして，生徒が自分の言葉で自分自身や地域について語る姿や他の生徒と協働する姿と

いった，「学びの変革」で育成を目指す人材像の一端を示すことにより，具体的な理解へ

とつなげていく構成にいたしました。会場で配付し，回収したアンケートによりますと，

保護者の意見として，「教育は変化しているものだと実感しました」，「この取組がもっと

各学校に浸透してより深く実践されるようになれば素晴らしいと考えます」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，「自ら

が学生だった頃と比較して聞くことができた」との感想もいただいたところでございま

す。 

続きまして，２ページ「（３）ひろしま教育ウィーク期間中事業」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
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りますが，これらの実施状況につきましては，後日，取りまとめを行う予定にしており

ます。また，全市町で趣旨に則った取組が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： 続いて，委員の皆様から，学校等の訪問及び「ひろしま教育の日」フォーラムへの参

加について，お一人ずつ御報告をいただきたいと思います。それでは，佐藤委員からお

願いいたします。 

佐 藤 委 員： 私は，10 月 31 日と 11 月９日に訪問させていただきました。一つは，尾道北高校であ

りまして，尾道北高校は２年前から，探究コアハイスクールということで，今まではト

ップリーダーハイスクールという位置付けの中で，受験に対して成果を上げていくとい

うことを掲げた学校でありましたが，現在はより深く探究，課題を発見してそれを探求

し解決していくということで，「学びの変革」の実践校として取り上げられています。そ

のことについてお訊きすると，やはり，トップリーダーハイスクールのときは，個の成

績に目がいきやすかったと。学校として受験の成果というところでは，やはり，個を大

事にしていたということでありましたが，今回の「学びの変革」に伴って，個ではなく

て集団。生徒たちがそれぞれの違った意見を受け止めて，その中から皆で答えを発見し

ていくということを，一番大切なこととして対応しているとお聞きました。実際クラス

を見てみますと，中学から入られてもそれぞれのレベルが違うので，それをまずフェー

ズ合わせするために，学級数は 40 人の５クラスです。それを，２年からは更に細分化し

て，クラスを増やして，習熟度別もありますけれども，より集団での話ができるような

組み合わせの学級編制にされていました。授業内容を参観させていただきましたが，生

徒に投げかけをし，それを受けて生徒たちが席の配置換えをして，３人から４人の組を

作って，その中で意見を言う。その投げかけるテーマも，決まったことの中から何かを

ということではなくて，この後はどうなるのと。例えば英語の授業でいうと，英語の文

章で，それぞれがスタートラインまでは一緒の授業を受けて，それをこういう意味です

ねと和訳する。それではここから先，この文章はどう展開するかというところを，組の

中で考えさせて，尚且つそれを絵にさせると。どういうストーリーになっていくかを絵

に描いて，それぞれがその絵に基づいてまた，ビジュアルな形で発表するという授業を

されておりまして，非常に感心したところであります。国語の授業においても，同じよ

うなことをされておられました。ただ，授業が終わった後先生方とお話をさせていただ

いたのですが，言ってはいけないと分かるけれども，ついつい言葉が出てしまうことが

あるということをお話されていて，本当に生徒に考えさせたいのだけれども，その考え

の行き着く先が，全く離れてしまわないようにもしていかなくてはいけない。じゃあ，

ちょっと指導をしようかと思うけれども，言いすぎではないかと思うというところに，

非常に悩みがあるということをお聞きしました。まだまだ試行錯誤の中で，この尾道北

高校の中でも，授業を通じて，よく先生方が話をしながら組み立てをされているという

ことを感じました。 

11 月９日は，小規模校であります，豊田高校に行って参りました。こちらは，安芸津

町にございまして，海岸にすぐ接していて，すごく風光明媚なところでありまして，こ

の度設置が決まりましたグローバルリーダー育成校のロケーションとよく似ているなと

思いながら見させていただきました。最盛期には４クラスあった学年が，今は１クラス

で，しかも 30 人を切るような，全校生徒で 77 名という小さな学校になってしまいまし

た。ここは，活性化地域協議会を設置いたしまして，その地域とともに，この学校をよ

り維持し発展させるということをテーマにした指定校でありますが，３年目を迎えてそ

ろそろ結論を出さなくてはいけないけれども，そのバックヤードになっている近隣の中

学校の生徒数を見ると，ほとんど減っている。だから，呉線の沿線で，竹原から呉の阿

賀までの生徒は来てくれているけれども，そこに存在する中学校の３年生の数が，例え

ば 1,100 名とすると，２年後にはそれを切ってしまう。更に３年後になると，小学校の

数がもうすでに分かっているわけですから，それからいくと，1,000 名を切ってしまう

ということがベースにありながら，それぞれの高校が，生徒に自分の学校へ来てほしい

ということを言って競争しているわけです。そういう中で豊田高校としては，他の高等

学校にない良さということは何だろうかといって考えて，ポスターを作って各中学校に

配付をしていると。「豊田で人生を変える」，これは何かというと，比較的成績がいい子

供は私学など他の高校へ行ってしまい，最後行くところがなくて豊田というのが多いけ

れども，そうじゃないと。豊田へ来てくれたら，あなたの今までのそういった人生を変

えますよ，変えられるのですよということを訴えていく。では実際に，どういうことが
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豊田高校でできるのかといえば，今までは自信がない生徒ばかりだったのが，豊田へ来

れば自信が持てるのだということを，シーカヤックやあるいは書道と，いろいろなこと

があるのですけれども，一つ一つの中で，その生徒に合うことで評価をして自信を持た

せるということをやっておられる。もう一つは，小規模校がゆえに，40 人も入らない学

校だけれども，そういうことではなくて，40 人しか入れない，たった 40 人の枠ですよ

と。それ以上には入ってこられないのだというポジティブに考え方を変えて，だからこ

そ，一人一人の生徒に対しての先生との距離感が，非常に近いということと同時に，活

性化地域協議会の構成の人たちに支援をいただきまして，後援会，ＰＴＡ，それから同

窓会といったとこからお金を出していただいて，あるいは，行政からもお金をいただい

て，公立高校としてはできないのだけれども，新しい組織というか，民間組織を作って，

インターネットの教材配信会社と契約をして，インターネットとつないだ形で放課後に

パソコンを通じて自習，独自の学習ができる。それがパソコンを通じてプログラムの中

で，自分の教育レベルに合わせた教育を受けながら，それができれば次のステップとし

てステップアップできる。ほかの生徒と同時に受けるのではなくて，個々の能力に応じ

たインターネットでの学習ということを９月から始められました。これが，ＩＣＴ教材

「すらら」ということで始められましたけれども，実際，私もＩＤをいただいてやって

みました。怖いので，中学１年レベルから始めたのですけれども，正解を出すと，非常

にいい音で正解が分かり，間違ったらブーという音が出たりして，ゲーム感覚ではあり

ますが，そういうことで教育レベルというか自分のレベルをステップアップさせること

が可能な時間を設けている。ただし，９月から始まったばかりで，生徒自体はやらされ

というか，先生方から言われて仕方なくしているような生徒が多いけれども，これを何

とか自分たち自身の力が増していく喜びにつなげて，自主的にそこに参加してくれるよ

うにしていきたいというのが，校長先生の思いでありました。 

以上，簡単ではありますが，御報告させていただきます。 

細 川 委 員： 日程順に発表させていただきます。10 月 31 日に，神石高原町立三和中学校を訪問い

たしました。三和中学校は，平成 28 年度の「学びの変革」パイロット校事業の実践指定

校に指定されておりまして，研究主題としましては，主体性を発揮する生徒の育成，主

体的に探究するための協働的な学びを通して，ということで進められているところでご

ざいます。印象的だったのは，第２学年の理科の授業を見させていただいたときに，電

圧と電流と抵抗の関係を学ぶ上で，我が家の節電計画という中でおばあちゃんが中学生

に，「今年の夏は暑かったね。エアコンをたくさん使ったから電気代も高かったよ」と発

言をしたことで，中学生が「おばあちゃん，電気をたくさん使うと発電所からのＣＯ２

の排出量も増えて，地球温暖化につながると授業で習ったよ」と答え，それから，おば

あちゃんが「ああ，そうなの。じゃあ節電したら，電気代も安くなるし，地球にもいい

ね。どうしたらいいかね」という，どこの御家庭にも想定できる課題設定から，直列・

並列回路と電流，電圧，抵抗の関係を調べて，整理，分析した上で，まとめと課題解決

へ進み，それを表現する内容で，個人でまず考え，班で発表し，クラス全体の中で発表

するという流れで，研究主題どおりの成果が出ていたと思います。また第１学年では，

総合的な学習の時間で，地域探訪２「未来の神石高原町に必要な仕事を考えよう」とい

う中で，社会は様々な仕事で成り立っているのですが，町にとって将来どのような仕事

が必要とされるのかを考えさせていました。仕事をする目的としては，誰かの役に立て

るということに注目をさせて，それについて一人ずつが考えたことを，また班編成を組

みまして班で出し合い，重要度からランキングし，クラスの前で発表しました。このこ

とが，これは１年生ですけれども，次の２年生での職場体験学習につながり，最終３年

生での地域への提言という，学習を発展させる基礎固めとなっております。その後，広

島大学の田中教授による講演で，主体的な学びと表現，交流活動の中で，アクティブ・

ラーニングの視点を取り入れた授業づくりというお話がございましたが，ここでは，教

員も「学びの変革」について，より一層の理解を深めていたと思います。 

続きまして，11 月４日に，東広島市立御薗宇幼稚園を訪問いたしました。私は実は，

今年の７月 12 日に，尾道市立長江小学校に，茶道について放課後子供教室でやっている

のを見させていただきましたので，幼稚園でのお茶会というのはどういうものなのかと

いうことで，訪問させていただきました。年３回，６月，11 月，２月にお茶会を開いて

おられまして，第２回目でありました。年長組の約 30 人が，お茶を立てる，お茶を運ぶ，

お茶をいただくと，この３グループに分かれてそれぞれの３つの役割分担で会が進んで

おりました。地域の先生に御指導いただいて，保護者も６，７人来られておりましたが，
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園児とともに，親子でお茶を学ぶことができておりました。例えば，お菓子が載ってい

るお皿に絵が描いてありまして，絵の向きで相手に渡す，返すというのを勉強したり，

茶碗を右手で取って，左手を添えるのように，給食とか家庭での食事の仕方にそれもつ

ながっているということでございます。また，作法を非常に大切にされておられたので，

立てた人が運ぶ人に「お願いします」と渡し，立てた人に「お預かりします」と声をか

けて，相手に自分の思いを伝えることの大切さということを養っていたということであ

ります。これらのことは，育みたい５つの力のうち，やり抜く力と，人と関わる力とい

う２つを養っておりますし，地域による親子支援という中で，家庭では普段できない活

動が地域で提供され，親子が地域とつながっているといった目指す姿を見受けることが

できました。このお茶会は，約 10 年前から開催されているのですけれども，平成 20 年

に「みそのうトライアングル」という，幼保小連携が発足しており，小学校にスムーズ

に移行できているということに寄与しているということがよく分かりました。幼稚園，

保育所と小学校の連携が，例えば，小学校の入学式に，皆様方も参加されたことがある

と思いますが，なかなか落ち着きのない子供がいたり，足をぷらぷらさせたりという状

況も見られたかと思いますけれども，御薗宇出身の園児は，そこのところの作法という

か，こういったことを学びながら，場に応じた態度，姿勢が取れるということに，自信

を持っておりますという園長先生のお言葉もありました。以上です。 

中 村 委 員： 私も日程順に御報告をさせていただきます。まず，10 月 13 日に廿日市市立平良小学

校に行って参りました。廿日市市立の学校は，地域連携を積極的に進めていらっしゃる

ということでございます。平良小学校は，平成 14 年に新築して移転した，比較的新しい

学校でした。木材港もある木の町ということで，木を活用した斬新な校舎で，しかも各

学年３クラスあるのですけれども，開放教室といいますか，中央のスペースを挟んで，

廊下と教室の壁がない構造になっているということでございます。一部，音を出す授業

等では，やはり集中力がそがれる子供も中にはいますということもお聞きしました。こ

の日は，３年２組の書写の授業に地域のボランティアの先生が３人来られて，学習支援

をしているところを見させていただきました。廿日市市全体の事業としまして，学校支

援地域本部事業というのを推進しています。17 ある小学校区の中で，既に 14 の小学校

区で，この学校支援地域本部を立ち上げているということであり，残りの３小学校区も

近年中に実施の予定であるということで，この日も奥教育長に来ていただいていまして，

そういった説明をしていただき，平成 21 年の大野小学校が最初であるということであり

ます。これだけ大規模に地域連携を取り組まれているところは，廿日市市の他には県内

にもないのではないかと聞いております。平良小学校の学校支援地域本部は，「平良っ子

応援団」という愛称を付けまして，地域コーディネーターが 10 人，学校支援ボランティ

アの先生は 88 名登録があるということでありました。先ほど言いましたように，この日

は３年２組の書写の授業に３人のボランティアの先生が入りまして，実際に各児童が書

道をしているところで，それぞれの先生が指導というか手直しをされていました。この

書写以外に，平良小では，体育とか図画工作，家庭科や理科等の学習支援，また，クラ

ブ活動の支援，登下校，郊外学習の見守り活動や読み聞かせといったものをしていると

いうことであります。特に，小学校の教員にとっては，オールラウンドに教えなくては

いけないわけですけれども，その中でも先生によっては，技術とか図画工作といったよ

うなところが特にそうだと思いますけれども，不得手な分野，あるいは，場合によって

は危険，怪我をする可能性があるような内容について個別指導もできるということです。

糸鋸を使ったり，くぎ打ちをしたり，ミシンで縫ったりといったところで特に効果が大

きいということでありました。このボランティアの支援は，学校から日時とか科目をお

願いして，それに対して地域本部の方で調整をして，派遣する先生を決めるということ

でありましたけれども，子供にとっても教職員にとっても地域にとっても効果があり，

地域の人にとっては，自分の経験や知識を生かした生きがいにもなっております，とい

う話でありました。ちょうどこの日，授業の後は，学校支援地域本部の支援調整会議と

いうもののミーティングにもオブザーブ，出席をさせていただきまして，今後の予定等

についての打合せを聞かせてもいただいたということでございます。課題としましては，

ボランティアの方にとっては，授業の中で手伝うという中で，どこまで積極的に口出し

をしていいかということに迷うところがあります，ということ。それから，教員との挨

拶とか名前を覚えるということも含めて，より情報交流を深くしていく必要があります

ね，ということでありました。また，算数とか国語の支援というのは，一部の学校区で

しかやっていないようですけれども，そういう内容になってきますと，ねらいの共有と
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事前の打ち合わせを教員との間にしておかないと，技術とか家庭科，書写であれば，ぶ

っつけ本番での支援ができるのかもしれませんけれども，内容によっては，打ち合わせ

をして臨まないといけないなということでございました。 

続きまして，11 月８日，廿日市特別支援学校に行って参りました。廿日市特支は，小

学部，中学部，高等部で，49 学級，児童生徒は 217 名，訪問教育を含むということです。

それに対して教職員が 127 名という学校でございます。当日は，朝の登校の様子から見

させてもらいました。スクールバス，７コースで一斉に登校してくるということです。

それから各クラス，一通り授業の様子を見させてもらいました。日常生活の指導，自立，

活動，遊びの指導，生活単元学習等，高等部では作業学習というのを見させていただき

ました。高等部の作業学習は，園芸，手工芸，食品加工，陶芸，サービスグループとい

うことでしたけれども，特に具体的に就職を視野に入れている子供については，作業学

習の中でもサービスグループ，清掃作業のグループに人を集めて，実践的な学習をして

いるということでありました。その後，たまたまですけれども，この日ＰＴＡの役員会

を開催されているということで，こちらにもオブザーブ，出席をさせていただいて，最

後は小学部の児童と一緒に給食を食べさせてもらって帰ってきたということでございま

す。特記事項としましては，まず，気になる傾向ですけれども，児童生徒の数が増えて

いるということです。人数も増えているのですけれども，車いすの児童生徒が増えてい

る。廿日市特支は，知的障害の特別支援学校ですけれども，やはり通常の小・中学校の

障害児学級と比べて，比較的重度の子供が多い。中でも，知的障害だけではなくて，重

複障害の子供が増えてきているということです。肢体不自由がある子供で車いすという

ことになりますと，スクールバスもリフトを付けますし，車内でも車いすを付けられる

ようにということになりますと，４席分取るということです。そういった対応をしてい

る中でスクールバスについても，各コースほぼ定員に近い状態ということであります。

校舎の方も，ちょうど今グランドをつぶして新校舎が昨年度できたばかりということで

すけれども，古い校舎のリフレッシュ工事をしている関係で，プレハブも校庭に建って

いるような状況でございます。それから，人数が増えているということですけれども，

先ほど言いましたように，重複障害もある一方では，医療的ケアが必要な児童生徒がお

りまして，廿日市特支でも，医ケアルームというのを作りまして，看護師が２名いるわ

けです。点滴を打ったりとか，病院で対応するようなケアを施しながら授業をやってい

るということで，正に，一昔前であれば学校に来られていなかった児童生徒も通学がで

きるという状況であるということであります。そして，給食ですけれども，給食といい

ましても，これも授業の一環でして，日常生活の指導という１時間の授業の中で給食を

食べるということであります。この日はカレーうどんということで，箸を使うわけです

けれども，先生にとりましては，箸の使い方を教えるということも大変な指導であると

いうことであります。ましてや家庭では，親御さんがそこまでなかなかできてないとい

うことだそうであります。やはり，実際に学校に来てもらって，授業，指導の中で，そ

ういったことも教えてあげられるということの意味を，改めて感じたところでございま

した。一つは，子供が皆さんそれぞれ，障害の大きさもありますけれども，とても元気

に明るく挨拶をしてくれ，そこに感銘を受けました。それからＰＴＡの役員会も，皆さ

ん非常に積極的，前向きに活動されているということで，この日の役員会につきまして

も非常に明るい役員会をされているということで，こちらの方でも感銘を受けたところ

でございます。「ひろしま教育の日」フォーラムにも，ＰＴＡの役員の方が行かれたとい

うことでございました。このフォーラムは，諸藤部長のお話も発表も非常に良かったと

思いますけれども，残念ながら廿日市特支のＰＴＡの方は午後からの参加ということで，

そちらを聞いていただけなかったのが，少し残念だったなと思いました。廿日市特支で

も，廿日市特支版「学びの変革」アクション・プランということで，日々の授業の向上

をして，人生の質の向上を目指すという気持ちで取り組んでいらっしゃるということで

ありました。以上でございます。 

志々田委員： 私はまず，10 月 17 日に三原市立幸崎幼稚園，小学校，中学校の幼保小中連携教育を

推進しておられる学校に行かせていただきました。幼保小の連携カリキュラム，小学校

ではスタートカリキュラムと呼んで，幼稚園の方ではアプローチカリキュラムと呼んで

おられるそうですが，そのスタートカリキュラムとアプローチカリキュラムをどう連動

させながらやっておられるのかということもお聞きすることができました。ちょうど，

県で進めている幼児期の教育の推進のモデルにもなるような，とてもきめ細やかな，本

当によく手をかけてやっておられる姿を見させていただくことができました。二つ見さ
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せていただいたのですが，一つは，幼稚園と小学校の連携授業。二つ目は，小学校と中

学校の連携授業でした。幸崎小学校は，幼稚園が 12 名，小学校が 105 名，中学校が 55

名で，全部同じ敷地内に併設をしている状況で，一つの地域の学校がそこに集まり，で

も，そこにいる子供たちは 200 名余りしかいないということで，非常に小規模校の中で

の良さというのを感じることができました。幼稚園と小学校１年生がスムーズに，また，

幼稚園の子供たちが小学校へ行ったときのイメージづくりにもなったり，小学校の子供

たちが，今度１年生に入ってくる子供たちを助けられるようにという形で，一緒に調理

実習をしている姿を見させていただきました。カゴメさんからトマトの苗をもらったそ

うで，そのトマトの苗を小学生が一生懸命育てて，夏に収穫して，本当はすぐやりたか

ったそうなのですが，夏休みが入ってしまったのでトマトを冷凍保存して，トマトソー

スを作り，それを食べさせてあげるということを，一生懸命助け合いながらやっている

姿がとてもかわいらしく，また，小学校１年生の子供が頼もしく見えるという，すごく

いい姿を見させていただきました。それからもう一つが，小学校の体育の授業で，６年

生の体育の授業に中学校の体育の先生が来ていただいて，マット運動をするという授業

を見させていただきました。小学校の先生はオールラウンドでやらなくてはならないの

で，マット運動のお手本を見せることがなかなかできない。中学校の先生は新任の１年

目の先生でして，身が軽いものですから，先生がお手本を見せると，子供たちが「うわ

ーっ」と喜ぶのです。うさぎ跳びをしたり，側転をしてくださったりと，どんなに絵で

描いて教えるより，目の前で先生がお手本を見せると，子供たちがこんなにも喜び，で

きるようになる。小学校では，技術や美術，それから体育や音楽といったなかなか手の

届かない専門的なところも，中学校と連携することによって，教員の授業力のサポート

であったり，それから，同じ子供を一緒に見るということですので，小学校を卒業した

子供が中学校に行ったときの指導のことだとかということが，一緒に話し合うことがで

きる良い関係ができているというお話を聞かせていただきました。ただ，課題としては，

幼稚園と小学校の連携プログラムを開発していく上で，「少人数のこの学校だからできる

でしょ」ということが言われやすく，校長先生自体もそう感じると。これが，３クラス

も４クラスもあるような学校で本当にできるのかということは不安だとおっしゃってお

られました。ただ，教職員同士の話し合いであるとか，カリキュラムを作っていく上で

の協議の場であるとか，その進め方といったようなノウハウは，小規模校ではなくても，

大規模校でも十分使えるような蓄積だと思うので，そういうことを，これからも研究し

てまとめていきたいというお話を聞かせていただきました。 

もう１つが，11 月７日，府中町立府中東小学校へ行かせていただきました。この日は，

「学びの変革」のパイロット校として公開授業をされておられました。１年生から６年

生の子供たちの授業を，全部見させていただきました。算数と総合的な学習の時間のど

ちらかをやっておられました。算数の授業では，算数の問題なのですけれども，「これは

どういうことか説明しましょう」とか，「こういう答えがいくつあるかまず数えなさい」

と，その数を示した上で，「なぜ，あなたはそう考えたのか説明しなさい」というように，

必ず言葉化するというか，数式だけで算数をやるのではなくて，それを導き出したプロ

セスを，子供たちがきちんと言葉で説明できるような指導をされておられました。大人

でもどうだろうと思うような問題を，２年生とか３年生が一生懸命友達と協力しながら

解いている姿が，こういうことも「学びの変革」の指定校としてやっておられる成果だ

なと思って見させていただきました。総合的な学習の時間も見させていただいたのです

が，防災意識を地域の人に高めてもらうためにはどうしたらいいのかということを子供

たちは考えはじめていて，最初のうちは防災意識を高めてもらうためならば，ポスター

をたくさん作ったり，学校の校内放送でみんなに呼びかけたり，回覧板で回したらいい

という，情報提供をすればいいと考えていたようです。僕たちがすごくいいポスターを

作ったらきっと見てくれるからと。ただ，子供たちは，自分で地域を５，６軒アンケー

ト調査に行って，地域の防災意識を調べたのだそうです。地域の人に，自分たちはこう

いう勉強をしているので，アンケートに協力してくださいと言うと，防災意識の薄い家

庭が多くあったみたいで，その子のノートをたまたま覗き見たのですけれども，「あのお

家は全く防災意識ができていない。気を付けた方がいいと思う」と書いてありました。

彼らなりに，だんだん，地域の人たちに防災意識がないということが不安で，衝動にか

られるようになっていって，最終的には，そんなアピールだけをしていてはだめだと。

もう，全員学校に来てもらって防災訓練をするのだと言って，その防災訓練も体験型じ

ゃないとよく分からないので，家を建てて，そこにお相撲さんに来てもらって，揺らし
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てもらって震度を分かってもらった方がいいと。地域の人たちは，地震が怖いというこ

とを知らないと言って，子供なりの発想なのですが，すごく自分たちが勉強したことを

みんなに伝えたいと，非常に生き生きと総合的な学習の時間をやっておられる姿がほほ

笑ましく，またこれもまた頼もしく，子供たちの成長を見せていただくことができまし

た。この府中町立のパイロット校の公開研究授業に，府中町の高杉教育長も来ておられ

て，全ての府中町立の小中学校の先生全員に参加していただくように校長先生方にお願

いをしているということで，会場にもたくさん入っておられました。府中町を挙げて，

「学びの変革」を進めているわけで，パイロット校だけがやっていればいいという問題

ではないと。この府中東小学校がやっていることを全員に共有する場を設けることによ

って，府中町の中で「学びの変革」を知らない，「学びの変革」をやらなくてもいいと思

う教員がいないように，しっかりと勉強してもらって研修をしてもらっている，という

ことをおっしゃっておられました。全部の先生方が授業も見ておられて，「学びの変革」

アクション・プランに準じた教育を，町全体で進めていこうと，非常に強いリーダーシ

ップでやっておられる姿を見ることもでき，とても参考になりました。以上です。 

近 藤 委 員： 私は，11 月２日に安古市高校を訪問させていただきました。こちらの高校は，「学び

の変革」の探究コアスクールに指定されて２年目ということですけれども，私が訪問さ

せていただいたときは，３年生の総合的な学習の時間の集大成のようなパネルディスカ

ッションと，それとは別に，数学，英語，保健体育の公開研究授業を見させていただき

ました。最初に，総合的な学習の時間のパネルディスカッションですけれども，この安

古市高校は，ユネスコスクールに参加しているとのことで，持続可能な社会の実現を目

指してというテーマのもとに，まず３年生が，４月に各自の希望進路からどんな課題が

あるのかということを設定していました。そのあと，共同で，まずクラス内の小さい単

位のグループディスカッションをして，更にクラスディスカッションをして，11 月２日

の日は，クラスディスカッションを経て学年でのパネルディスカッションという場でし

た。当日は，クラスごとにそれぞれ一つテーマを決めていて，クラスでディスカッショ

ンを重ねてきた内容を発表するのですが，クラスごとに大震災に備えてどんなことがで

きるかとか，絶滅危惧種についての問題とかのテーマを取り上げていて，それをパワー

ポイントにして上映していました。そういった各クラスのクラス発表があったあと，そ

れでは持続可能な社会の実現のために，今現在，世界のどんな問題があるのかというの

を洗い出してみようといって，個々のクラスの中で出たような議論を出して，それを司

会の子が上手に統合して，こんな問題がありますねと。では今回，自分たちはこの中で

も二つのテーマについて，ここでパネルディスカッションをしていきましょう，という

ことで共同提案という二つの柱を立てて，それについてパネラーと，パネラーもクラス

の代表のような感じだと思いますけれども，それとオーディエンス側の生徒さんから質

問があって，その中でのパネルディスカッションがされていました。とても感心したの

ですが，プレゼンテーションという，自分が高校生の頃は，人前で社会問題を取り上げ

て話をして議論をするということの経験がなかったのですが，プレゼンテーションはき

ちんとできる，パワーポイントはもう大人顔負け，パネルディスカッションのやり取り

の中でも，質問はパネラーの方が受けるのですけれども，「質問ありがとうございます」

と。質問に対しても，否定するのではなくて，まず，確かにいい意見ですねとかと言っ

た後で，でもこんなことも考えられませんかというような，建設的な議論をするための

作法を踏まえた上で上手に回答していまして，そういったことが今の高校生はできるの

だなということに，すごく感心しました。質問者とパネラーとの１対１の回答という場

面が多くて，そこから更に広がるというところが，もう少し課題ですということも先生

はおっしゃっていましたが，他から質問が出ることで，研究した方も，いろいろ考えが

深まるきっかけになりますし，生徒が発表した後に外部から来ていた講師の方が講評を

してくれるという流れになっていて，生徒の方でも，自分たちがした議論は，それはそ

れでいろいろな話をしたというのがありますし，どうしたらもっと良かったのかという

こともその中で分かるような構成になっていて，すごくよくまとまっているなと思いま

した。クラスのディスカッションでもそうですけれども，なかなか社会問題ということ

になると，生徒さんによっては関心の薄い子もいらっしゃるでしょうし，議論を深める

のは，難しいのではないですかという話を先生にしてみたところ，先生の方では，そこ

は特に介入していなくて，そういったときも生徒に任せていて，生徒の方から提案とい

いますか，サジェスチョンみたいなものが出てくるという話でした。先生に任せるので

はなくて，正に，生徒が主体になって企画し，課題を作り上げていくというのも，うか
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がい知ることができました。それと公開授業の方は，数学，英語，保健体育の授業を見

学させてもらったのですが，面白かったのが保健体育で，このときは生涯学習，年をと

ってもできる新しいスポーツを皆で作ってやってみようというテーマでの授業だったの

ですけれども，バスケットボールをアレンジしたようなスポーツで，二つのボールをバ

スケットコートの中で，２チームが動かしていくのです。ボールを持った人はドリブル

とかはできなくて，すぐにパスをしないといけないとかでしたけれども，まず，どんな

スポーツが考えられるかというのを，保健体育の座学でグループでいろいろと考えて，

クラスの中でプレゼンテーションをして，それが一番面白そうということになったスポ

ーツを実際に体育として実践してみるという，三つのタイプの授業を見学させてもらい

ました。生涯スポーツを高校の体育の授業で勉強するのかと，これもまた目からうろこ

で，すごく面白い取組をしているなと思いました。自分たちが新しいスポーツを生み出

すというのは，もう，本当に自分たちが主体的にならないとできない授業だと思います

ので，「学びの変革」，自分たちが学生の頃とは違うなというのを肌で感じました。公開

授業ですが，安古市高校では今年度から，その教科の先生だけではなく，他教科の先生

も授業参観をされているそうです。数学の授業を英語の先生が見に来たり，英語の授業

に社会の先生が見に来たりということをされているそうです。何か違う発見があります

かと訊いてみましたけれども，例えば，ジグソー法というやり方があるけれども，それ

を自分の教科ではこういう使い方をしているけれども，ほかの教科ではこういう使い方

をしているのかということが，ほかの教科を見て分かることですとお話をされていまし

た。以上です。 

下﨑教育長： ありがとうございました。ただ今委員の皆様からいただきました御報告の内容につい

ては，今後の施策に生かして参りたいと考えております。 

それでは，ただ今の報告等につきまして，御質問又は御意見がありましたら，お願い

いたします。 

佐 藤 委 員： 学校訪問をして感じますのは，大変な工夫をそれぞれされておられる。それは，先ほ

ど志々田委員がおっしゃったように，小規模だからできることもあるし，私が見に行か

せてもらった豊田高校もそうですけれども，それが県教育委員会の事務局に上がってき

て，それをまた告知をし，全体に広げていくという水平展開をこれからやっていかない

と，「学びの変革」で指導してこれから変えましょうと言っても，皆，試行錯誤でそれぞ

れやっておられることがそこだけで終わってしまったらもったいない。疑似体験という

か，ほかで経験されていることはそこから生かせるように，是非していただければと，

今回，非常に強く感じました。 

下﨑教育長： 平成 30 年度からの全県展開に向けて，それぞれが取組を共有財産としていくというこ

とが，これから必要だろうと思っております。 

細 川 委 員： 今回，教育委員として訪問した中ではなくて，地域の者として地元の学校に数校行き

ましたが，今回の三和中学校，指定されている学校に行ったのですけれども，指定され

ていない学校とのレベルの差というのでしょうか，それが結構ありまして，大学の先生

がそれぞれレクチャーをされるのですが，非常に分かりやすく話をされるので，教員も

非常に勉強になっていたと思います。ただ，授業参観をしても，指定校とそうではない

学校の授業づくりに，いささか差があるなということは実感しまして，今後の課題では

ないかということを御報告させていただきます。 

下﨑教育長： ほか，いかがでしょうか。 

 

（ 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２ グローバルリーダー育成校（仮称）の学校概要パンフレットについて  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議２，グローバルリーダー育成校（仮称）の学校概要パンフレット

について，寺田学びの変革推進課長，説明をお願いします。 

寺田学びの変革推進課長： 報告・協議２，「『学びの変革』を先導的に実践する学校」，仮称ではございますが，

いわゆる「グローバルリーダー育成校」の学校概要パンフレットについて御報告をさせ

ていただきます。 



9 

 

「グローバルリーダー育成校」につきましては，平成 31 年４月の開校に向けまして，

現在，検討，準備に取り組んでいるところでございますけれども，今回，学校のコンセ

プトや主な特徴などにつきまして，保護者の方々をはじめ，県内外の方々に広くお知ら

せをするためのパンフレットを作成いたしております。まず，表紙を御覧いただければ

と思いますけれども，イラストを記載してございますが，実は，生徒たちの足元にござ

います図，これが，学校が設置される大崎上島の形になっております。また，この木が

生えております場所が学校の建設予定地となっておりまして，生徒たちの成長を空に向

かって伸びていく木をモチーフに表現をいたしております。多様性あふれる環境の元，

ともに語り合ったり，力を合わせたりしながら，生徒たちが成長していくという姿をイ

メージしております。 

１ページ目をお開きいただければと思います。１ページ目では，「私たちが目指すもの」

と題しまして，この学校を新設する意義や理念などについて記載をしております。具体

的には，「Google 先生」という言葉も引用いたしながら，インターネットで多くのこと

が簡単に検索でき，知識を得ることができるような現在の社会において，子供たちは一

体何を学ぶべきで，学校はどのような役割を果たすべきかといったようなことを整理し

てございます。真ん中ほどに記載をしてございますけれども，30 年後には，人工知能が

人間の知能を超える可能性があるということさえ言われるような状況の中，子供たちが

学ぶべきは，少なくとも，単にドリルの問題を繰り返し，過去の知識を暗記するといっ

たことだけではないのではないかという問題意識を持っておりまして，その上で，人工

知能ではできないようなこと，すなわち，知識を活用し，ほかの人たちと力を合わせる

ことによって，新しい知識を生み出したり，新しい未来を創造する力を育むべきではな

いかということを述べてございます。そして，この文章の最後には，この学校の特徴を，

未来に向かう学びと世界へと続く扉という二つの言葉を使いまして表現をしております。 

続きまして，２ページ目でございますけれども，こちらでは，学校の特徴を一覧でき

るように，ポイントを整理させていただいております。まず，一番上にございますよう

に，育成する人材像といたしましては，社会の持続的な平和と発展に向け，「世界中のど

こにおいても，地域や世界の『より善い未来』を創造できるリーダー」ということを掲

げまして，その下にありますように，生徒自身が描く将来の活躍ステージに向けて，海

外，国内，いずれの大学等にも進学できるよう，生徒の夢の実現につながる力を育んで

いくことを述べております。そして，それを実現するため，四つの特徴を挙げておりま

して，プロジェクト学習，全寮制，実践的な英語学習，国際バカロレア・ディプロマプ

ログラムという４点を掲げるとともに，一番下には，多様性あふれる学習環境として，

先ほどの未来に向かう学びと，世界へと続く扉の二つを記載しております。 

続きまして，３ページ目をお開きいただければと思いますが，３ページ目以降で，先

ほど申し上げた各特徴について，詳細に整理をしております。まず，資料の真ん中，少

し上にございますけれども，世界へと続く扉ということで，全校生徒の約２割が留学生

であることや，あるいは，海外の国際バカロレア認定校での指導経験を有する教員や外

国籍の教員など，国際経験豊富な教員が指導にあたるということを記載しております。

また，右側では，未来に向かう学びということで，プレゼンテーションやディスカッシ

ョンなど，様々な学習活動を行える環境で学ぶこと。そして，最先端の知見を習得した

教員が揃っていることなどを記載いたしております。また，その下では，生徒たちに育

む力の例といたしまして，例えば，左上にございますように，目指す未来の実現に向け

て，異なる文化や価値観を持つ人々とも力を合わせることができることや，あるいは，

右上にございますように，国内外の知識や情報を習得・収集し，分析・統合することに

よって，新しい価値を創造することができること。更には，左下にもありますように，

グローバルな視野と地域に根差した心の双方を持って，広島や世界の問題解決に向けて

行動できることなどを掲げてございます。 

続きまして，４ページ目でございますけれども，こちらでは，一番上でまず，実社会

の問題解決に実際に取り組むプロジェクト学習のイメージを記載をしております。また，

その下では，実践的な英語教育，英語学習ということで，中学校１年次から英語での授

業を段階的に増加させていくことや，英会話の授業を開設すること，更には，こちらの

項目の左下にございますように，中学校２年生と高校１年生では，全員が海外研修に参

加することなどを記載しております。 

続きまして，５ページ目でございますけれども，こちらでは寮生活のイメージについ

て記載をしてございます。資料の左下のところにございますように，寮生活は，留学生
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２人を含む，中学校１年生から高校３年生までの 10 人程度で異年齢のユニットを形成い

たしまして，このユニットごとに全員で協力しながら運営していくということを想定し

ております。真ん中，イラストを入れておりますけれども，シェアハウスのような環境

のもと，１人で勉強できる環境を確保しつつも，リビングルームでは日常的な交流も可

能とするような環境を作って参ります。また，右下に記載をしてございますように，ユ

ニット対抗のスポーツ大会やプレゼンテーション大会など，ユニット主催による様々な

イベント等も行うこととしております。 

６ページ目でございますけれども，上の方では，放課後や休日の学習を支えるメディ

アセンター，あるいは地域に開放して，地域の方々と交流できるコミュニケーションプ

ラザなどについて記載をしております。また，ハウスマスターの配置など，安全面につ

いても記載をしているところです。その下では，「Activity For Life」と銘打っており

ますが，休日や放課後において，例えば，地域で開かれるイベント等を住人の方々と一

緒に企画したり実行したりするなど，積極的に地域活動に参画していくことや，地域に

おけるホームステイなどについても行っていくことを宣言しております。 

最後，裏表紙でございますけれども，こちらでは，生徒募集や学費，更には学校の建

設地等について記載をしております。生徒募集に関しましては，入学者選抜につきまし

て，横に向かって２つ並んでいる矢印の，上の矢印の方に記載しておりますけれども，

合宿形式のグループワークなどを通して，子供たちの意欲，適性を多面的，総合的に評

価することとしておりますけれども，詳細につきましては，今後更に検討を進めて参り

たいと思ってございます。また，学費に関しましては，入学金及び授業料につきまして

は，中学校は無償，高等学校につきましては，他の県立高等学校と同額ということでご

ざいます。一方で，別途教材費，あるいは海外研修旅行の積立金，国際バカロレアの関

係経費，医療費などが必要となりまして，この具体的な金額につきましては，更に詳細

な検討を重ね，来年度発表する予定としております学校案内で整理をして参りたいと考

えております。学校建設費につきましては，マツダスタジアム約５個分と記載しており

ますけれども，非常に広大な敷地に建設されるということなども記載しております。 

概要といたしましては以上でございまして，多くの方々にこの学校について知ってい

ただいて御理解を深めていただくことができますよう，今後，学校等を通じまして，広

く，県内ではいろいろな方にお配りをするとともに，ホームページにも掲載をするなど，

積極的に広報活動を行って参りたいと考えております。また併せまして，この記載した

内容を含めましてカリキュラム等については，様々な有識者の方々にも御意見を伺いな

がら検討を重ねまして，来年度，学校案内として整理をして参りたいと考えてございま

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，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

佐 藤 委 員： ちょっと聞き漏らしがあったかもしれませんが，これは，ホームページに掲載をされ

ると同時に，紙で，各小学校に配付されていくということですか。 

寺田学びの変革推進課長： 御指摘のとおりでございまして，きちんとした形で印刷をしまして，県内の全ての小

学校に，まずは数部，お配りをしていきたいと思ってございます。併せまして，それだ

けだとなかなか全児童分の配付が難しいところもありますので，例えば，今お配りをし

ている広報紙の「くりっぷ」なども使いながら配付をしたりですとか，あるいは，お問

い合わせをいただいた方々には当然，お配りができるように準備をしていきたいと思っ

ております。 

中 村 委 員： これはもう，完成ということなのですか。 

寺田学びの変革推進課長： 一応，パンフレットの内容といたしましては，こういった形で，今年の２月に作成を

した基本構想の内容のもとに整理をさせていただいているところでございます。しかし

ながら，先ほど申し上げましたように，最終的には，学校案内というものを来年度作る

ことになっていきますので，そこに向けて内容を更にブラッシュアップしていきたいと

思っております。 

中 村 委 員： 全寮制ということで，この寮の環境というのもすごく大事なところだろうと思います

けれども，絵では個室になっていますが，全員個室なのでしょうか。そうであれば，そ

う明示した方が分かりやすいと思います。 

寺田学びの変革推進課長： この件は，少し荒っぽく記載をしているところもあります。リビングルームを置くよ

うなことは決まっているのですけれども，個室なのか，２人部屋なのか，あるいは４人

部屋なのか，それをどう組み合わせるのかというところは，現在，設計業者等とも調整

をしているところでございまして，決まっているわけではございません。ただ，考え方
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といたしましては，特に高校２年生，３年生の国際バカロレアが入ってくるところにな

ってきますと，１人で論文を書いたりですとか，卒業制作のようなものをやったりする

ということで，１人で静謐な環境で学習するということも必要ではないかというところ

もございますし，一方で，海外の留学生が来ているのにみんな個室にしてしまうと，閉

じこもってしまうという可能性もある中で，例えば，ほかの大学の例ですけれども，個

室なのですが，間にドアがあり，そこは２人部屋にも個室にもできるという例なども，

研究をしておりますので，こういったものも踏まえながら，今言ったような環境が具体

的にはいいのかというところは，検討を進めている段階でございます。 

志々田委員： このパンフレット自体は，小学校で配るということをお聞きしましたが，やはり保護

者にどれだけ，それは今のご時世ですので，保護者プラスおじい様やおばあ様，それか

ら，やはり学習塾であるとか，子供が利用しているような施設等，もう，いろいろなと

ころへなるべく早く，たくさん見てもらえるように配ったらいいかなと思ったりもしま

す。ですので，学校だけを限定するのではなくて，子供が利用しそうな施設，それから，

子供を持っている人たちが利用しそうな施設，公民館もいいかもしれませんが，そうい

うところにも配ったらどうかなと思います。 

寺田学びの変革推進課長： 御指摘を踏まえまして，配付先を検討させていただきたいと思います。 

近 藤 委 員： このパンフレットですけれども，表紙を見たときに，どういう人が対象になるとか，

どういう人が一番関心を持つべきなのかというのが，ぱっと見て分かりにくいところが

あるのです。平成 31 年４月開校なので，中学１年生の１期生とかというのが，見て分か

れば，小学校４年，５年，６年生ぐらいが，自分に近い話なんだというのが，もうちょ

っと分かるかなという気がしました。 

下﨑教育長： 今の小学校の４年生からが，対象となるのですかね。 

寺田学びの変革推進課長： 確かに表紙のところではそれが見えないところがあるのですが，最後のページのとこ

ろが，それを描いたところなのですけれども，確かに少し分かりにくい部分もありまし

て，このパンフレットだけではなく，例えば，子供のことを考えますと，やはり，実際

にここでどういう教育が行われるのかということを体験してもらったりすることや，そ

の入口になる保護者の方の関心をどうやって惹きつけていくのかというところは，この

パンフレットだけだとなかなか難しい部分もあろうかと思っておりますので，そこは，

何か広報できるようなことを考えていきたいと思っております。 

下﨑教育長： これは，パンフレットの第１弾と考えていいわけですね。 

細 川 委 員： 外国人留学生にせっかく来ていただく。しかし，日本人生徒よりも，もっと幅広いニ

ーズを求めてくるものがあるかもしれないのですけれども，英語コミュニケーション力

の向上などには，やはり外国人留学生が不可欠なので，その辺のところの御対応という

のですか，幅広いニーズに対応する，先ほど，中村委員が言われた，個室なのかとか，

いろいろな食べることとか，細かいことを言うと，いろいろなニーズが出てきそうな気

がするのですが，御対応はどのようにお考えですか。 

寺田学びの変革推進課長： どの程度，そのニーズに応えられるかというところは，リソースの面といいますか，

いろいろな制約もありますので限界はもちろんあろうかとは思っておりますけれども，

ただ，先ほどおっしゃられたような食事の面ですとか，あるいは，宗教上の問題ですと

か，そういったところについては，できる限り対応できるようにして参りたいと，当然

のことながら考えております。併せまして，今，海外の実際の学校ですとか，あるいは

関係者とも話をして，先日まで，教育次長と当課の職員がアジアソサエティという団体

の関係でロンドンに行っておりましたが，そういうところでもリサーチを進めてござい

ます。そうすると，やはり，せっかく日本にあるからには，日本らしいところも学びた

いとか体験したいというニーズがあるということを聞いておりますので，そういう意味

では，外国の方のニーズとしてどういうものがあるのかというところをしっかり踏まえ

て，できるものについては，検討して準備をしていかなければいけないと思います。 

下﨑教育長： ほかはいかがでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： まず第１弾ということで，これを広く広報していくと。更にまた，詳細が決まったら，

次のパンフレットということになろうかと思います。 

以上で本件の審議を終わります。 
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報告・協議３ フレキシブルスクール（仮称）の教育目標・教育方針等について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議３，フレキシブルスクール（仮称）の教育目標・教育方針等につ

いて，寺川県立学校改革担当課長，説明をお願いします。 

寺川県立学校改革担当課長： それでは，報告・協議３によりまして，新しいタイプの高等学校，仮称でございます

が，フレキシブルスクールの教育目標・教育方針等について御説明させていただきます。 

資料の１ページを御覧いただきたいと思います。フレキシブルスクールにつきまして

は，広島県，広島市がそれぞれ設置しております６校の高等学校定時制・通信制課程を，

県と市が共同で，従来の定時制・通信制課程の枠組みに捉われないフレキシブルスクー

ルに再編することで合意し，平成 26 年９月に「新しいタイプの高等学校の整備に係る基

本構想」，これは，資料の３枚目以降に添付しておりますが，これを策定し，現在，県と

広島市で，平成 30 年４月の開校に向けた具体的な準備を進めているところでございます。

本日は，これまでの協議・検討におきまして，県・市で合意しております教育目標等に

つきまして，御説明をさせていただきたいと思います。 

まず，「教育目標」，「目指す生徒像」及び「教育方針」についてでございますが，２に

お示ししておりますように決定したところでございます。これらにつきましては，先ほ

ど申し上げました「基本構想」に定めております「教育の基本方針」をベースにしてい

るところでございます。 

次に，カリキュラムグランドデザイン（案）について御説明をさせていただきたいと

思います。２ページを御覧いただきたいと思います。このカリキュラムグランドデザイ

ン（案）につきましては，教育目標，一番上に掲げておりますが，これを実現するため

に，この学校で行う教育活動の全体像を示したものでございまして，本日お示ししてお

りますものは，現時点において，県と市で共有しております内容を，イメージとしてお

示しをさせていただいているものでございます。まず，２段目の枠でございますが，設

置する課程につきましては，これも仮称ではございますが，「フレキシブル課程」として

おります。これは，定時制課程や通信制課程といった従来の枠組みに捉われないフレキ

シブルな学びを実現するということで，生徒の希望する学びのスタイルに応じまして，

平日登校コースや通信教育コースに分かれたり，あるいは，学習時間帯を選んだりする

ことができるとともに，他のコース，あるいは時間帯のカリキュラムの受講といったも

のも可能としたいと考えているところでございます。 

次に，その下の設置する学科でございますが，生徒が自己の在り方・生き方，そして

進路について考察し，生徒自らの進路などに応じて適切な教科・科目を選択できる「総

合学科」とし，仮称ではございますが，「キャリアデザイン科」を設置することとしてお

ります。学習する内容についてでございますが，一番大きな枠になりますが，まず，１

年次におきましては，「基礎的・基本的な学習内容の確実な定着」を図るため，全員が必

履修科目を中心とした教育課程を履修することとしておりますが，必要に応じまして，

義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための「学び直し科目」を選択すること

も可能としております。また，総合学科の特徴の一つであります「産業社会と人間」を

全員が履修し，その中で生徒一人一人が自らのキャリアデザインを設計することとして

おります。資料の中段以降になりますが，右端に１年次・２年次と書いてありますが，

２年次以降につきましては，自らが設計したキャリアデザインに基づきまして，必要な

教科・科目を選択していくこととしております。ここにお示ししておりますテクノロジ

ーデザインなど，四つのデザインにつきましては，生徒のニーズ等に応じて，様々なキ

ャリアデザインが描かれることが予想される中で，例えばということで，デザイン例と

してお示しをしているところでございます。一例を挙げて御説明をいたしますと，例え

ば，「テクノロジーデザイン」ということでございましたら，将来，理工系大学に進学し

て電気技術者を目指すといったキャリアデザインを描いた生徒は，主として共通科目群

から「物理基礎」などを選択しながら，興味関心に応じて，工業科目群から「工業技術

基礎」などを選択したり，その他の科目群にある科目を選択したりすることも可能とし

ております。その他，一番下に教科外の活動と書いておりますが，インターンシップな

どの活動も含めたキャリア教育を充実させ，卒業時までに「社会的・職業的自立のため

に必要な基礎的・汎用能力」を育成して参りたいと考えているところでございます。 

このカリキュラムグランドデザイン（案）につきまして，御説明は以上でございます

が，今後は，この案に示した教育課程などの教育内容につきまして，引き続き，県と広
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島市でしっかりと連携をしながら，具体的かつ詳細に検討して参りたいと考えておりま

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まして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

佐 藤 委 員： 先ほどのグローバルリーダー育成校とは真逆で，非常に詳しく詳細に，このカリキュ

ラムグランドデザインというのはできているのですが，これを対象となる生徒にどのよ

うに伝えていかれるようになるのですか。 

寺川県立学校改革担当課長： 現在，このデザインを基に教育課程など，詳細を検討してございます。今後，来年度

入学者募集を行いますので，その募集に向けまして，学校案内，それから入学者募集の

資料というか，そういったパンフレットの作成を予定しておりますので，その辺り，今

後どのように示していくかということについても，市と連携して，しっかり詰めていき

たいと思っております。 

佐 藤 委 員： 是非，分かりやすい案内文にしていただかないと。見るたびに，見て嫌だなと生徒に

思われないようにしていただきたいと思います。 

中 村 委 員： 正にフレキシブルに学べるということで，良いなと拝見をしました。通うのが遠くな

る人もいると思いますけれども，是非，ここに通って良かったなとなるようにしてもら

いたいと思います。 

佐藤委員も言われたようなことに関連するかもしれないのですけれども，設計したキ

ャリアデザインに基づいて自由に教科，科目を選択できるわけですけれども，キャリア

デザインを設計できる人ばかりでもないのかなと。その辺りを，入学前なのかもしれま

せんけれども，１年生で入学した後からというのは，このキャリアデザインプロジェク

トになるのですか。その辺りの補助というか，やはり一緒に考えてあげるような内容が

ないと，これだけ充実していても，何をすればいいのかいうことになるのかなと思いま

す。 

あと，細かい点ですけれども，平日登校コースいうことですが，休日登校コースとい

うのもあるのですか。 

寺川県立学校改革担当課長： まず，１点目のデザイン設計。これが十分に描けないという子供も想定できると思い

ます。この点につきましては，全日制普通科に相当する科目を大切にするということに

しておりますので，デザインを描けていないという生徒につきましては，やはり，教員

がしっかりとその辺りをサポートしながら，まず通常の科目を選択し，例えば，２年次

以降にその将来的な展望を持たせ，その２年次からそのデザインをまた改めて計画する

といったこともできるよう，これは教員等含めてサポートをし，この辺までをしっかり

フォローすることを考えていく必要があると思っておりまして，そういった面で検討し

ております。 

また，平日登校コースと言っておりますのは，通信教育コースに対して平日登校とい

うことでございますので，通信教育コース以外で，平日に，午前，午後，夜間といった

ものの授業開講という意味合いで，平日登校コースという表現をしているものでござい

ます。これにつきましては，月曜日から金曜日までの通常の高等学校と同じと捉えてお

ります。 

下﨑教育長： 通信制課程を取るときには，土日にスクーリングがあるということですか。 

寺川県立学校改革担当課長： 通信教育コースにつきましては，現行の通信制課程におきまして，日曜スクーリング，

それから，平日におきましても月曜日，それから木曜日夜間といったところのスクーリ

ングをと思っております。平日登校コースということにつきましては，月曜日から金曜

日までの平日の中で授業を展開するといった意味で，こうした分け方をしているところ

でございます。 

中 村 委 員： 細かいことですみません。通常の高校と変わらなければ，わざわざ付ける必要がある

かなと思ったものですから。 

細 川 委 員： 今回のこういう学校ができたというのは，基本構想の「はじめに」の中に書いてあり

ますように，今まで，小規模校が多くて十分な教職員を配置できていなかったと。この

ようにまとめることで，先ほど御説明があったキャリアデザイン科を設置できて，いろ

いろなニーズに応えることができますということであろうと思いますけれども，大きく

なると，逆に今度は，きめ細やかさというか，600 人を超える子供が学ぶということに

なりますと，先ほど課長の御説明にございました，支援体制はしっかりやっていくとい

うことだったのですが，問題を抱えている子供が多いので，やはり保護者としては，本

当に自分の子供一人一人に教員が向き合ってくれるのか，というところの心配があるの

ではないかと思います。その辺のところに対して，支援体制は充実させますよというこ
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とが書かれてはいるのですが，何か具体的なものをお考えでしたら，また，ここで御説

明いただけるならばお聞かせいただければと思います。 

寺川県立学校改革担当課長： 確かに，規模が大きくなるということはございますが，これらの様々な状態を持った

生徒がいると思いますので，個別少人数的なことも必要だろうと思いますし，今はスク

ールカウンセラー，あるいはスクールソーシャルワーカーの配置，また，施設面で言い

ますと，相談室，カウンセリング室というものも設けておりますので，そういった相談

体制も含めて，フォロー体制というものをしっかりと考えていきたいと思っております。 

志々田委員： 非常にいろいろなプランを，フレキシブルに子供たちを受け入れるために考えておら

れるということはよく分かります。キャリアデザイン科という科の名前ですけれども，

キャリアデザイナーになるための科のようで，看護科なら看護師になる仕事ですとか，

工業なら工業従事者になるためというような，普通科を除く従来のほかの科目の名前と

いうのは，どちらかというと仕事をイメージするような，そういう力を身につけるため

に付いているのですが，キャリアデザイン科というのは，そういう従来の付け方とは違

うので，これはもちろん仮称でしょうが，やはり生徒たちがよく分かる名前にした方が，

そこに配慮が必要なのかなということを思います。大学でもそうですが，カタカナ学科

が多くなってきて，なかなかピンとこない。カタカナというのは，やはり，我々の従来

の言葉の外側にある言葉だからカタカナにしているので，いけないと言っているわけで

はないのですが，十分子供たちに伝わるのかということ，それはフレキシブルも一つで

すし，校名のときもそうだと思います。中学生の，それも，あまり学校が得意ではなか

ったり，いろいろな形で学校へ通えなかったりするような子供たちにも分かる，柔らか

く優しい言葉にしてあげられるといいかなと思います。 

寺川県立学校改革担当課長： 御意見を踏まえて，また今後検討していきたいと思っておりますが，ここでキャリア

デザインとしておりますのは，いわゆるこの学校は，キャリア教育を重視した学校とい

うところで考えておりますし，それと，生徒一人一人が将来を見据えて，思い描いた上

で科目選択をしていきたいという意味で，このように表現をしているところでございま

す。いただきました御意見を踏まえながら，今後検討していきたいと思っております。 

下﨑教育長： ほかはいかがでしょうか。 

 

（ 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 「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」推進企業の表彰について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議４，「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」推進企業の表彰につ

いて，山下特別教育支援課長，説明をお願いします。 

山下特別教育支援課長： 報告・協議４の「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」推進企業の表彰について，

御説明いたします。 

別紙の「１表彰制度の趣旨」を御覧ください。企業との連携・協力による職業教育の

充実を図るため，平成26年11月から「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」という登

録制度を作り，支援企業の募集を始めたところ，現在の登録企業者数は186社となってお

ります。この「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」に登録した企業のうち，特別支

援学校高等部生徒の働く力の育成及び就労促進に著しく貢献した企業について，その功

績をたたえ，表彰することで，特別支援学校の職業教育の充実と雇用企業の増加に資す

ることを目的としており，今年度初めて表彰を行うものでございます。 

職場見学や職場実習などの受入れや特別支援学校技能検定への協力など，企業のサポ

ート実績を把握，点数化し，その合計点が一定の基準に達した企業を表彰することとい

たしました。 

県内の特別支援学校と企業の連携状況などの調査を行った結果，今年度は，株式会社

フレスタ様を表彰することといたしました。 

表彰式は，12月４日（日）に開催されます「ヒューマンフェスタ2016ひろしま」の紙

屋町シャレオ中央広場会場において行い，表彰状を県教育委員会から授与いたします。 

今後も，この「サポート隊」企業表彰を実施し，広く周知することで，企業の登録促

進や就職支援の充実を図り，特別支援学校高等部生徒の更なる就職率向上に努めて参り
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たいと考えております。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まして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

佐 藤 委 員： ぱっと見て御質問させていただくのも恐縮なのですが，１社しかない。趣旨が，もっ

と就職先を広げていきたい，受皿を広げていきたい，そのために就職をサポートしてく

ださる企業も集めたいという思いであれば，なにぶん１社というのは少なすぎるのでは

ないかと思います。ただ，基準値というのを教育委員会が作られるのであれば，その基

準値が高すぎるような気がするですが，いかがですか。 

山下特別教育支援課長： この登録制度を始めましてから２年が経過しております。登録の時期によっても実績

は様々なのですが，今，御指摘のあったとおり，できるだけたくさんの企業を表彰させ

ていただいて，取組の加速を図っていきたいということは，私どもも思っております。

フレスタ様が突出していたということがございまして，今回は１社だけですけれども，

それに続く企業の状況を見ますと，次年度以降は，かなりのまとまった数を表彰できる

のではないかと考えております。 

佐 藤 委 員： 最優秀賞がフレスタさんで，優秀賞が何々ということも考えられるのではないかと思

いますので，御検討いただきたいと思います。 

下﨑教育長： まず第１号ということで，これは技能検定もずっと御協力いただいていますので，そ

ういう意味ではトップになったということです。 

ほかはよろしいでしょうか。 

 

（ 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５ 平成28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５，平成28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，平成28年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査の結果の速報がまとまり

ましたので，御説明いたします。 

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歳までの県内公立学校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（１）の表にあります新体力テストの「テスト項目」の測

定と，「（２）児童生徒アンケート調査」及び「（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◎（二重丸），下回っている項目を▲（黒

三角）で表しております。 

表の下から２行目，右から２列目に196とありますように，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，「握

力」，「反復横とび」，「立ち幅とび」，「ボール投げ」で，前年度以上の項目数が増加して

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27年度の全国調査

の平均値と比較したものでございます。 

表の下から２行目，右端にありますとおり，全国平均以上となった項目数の割合は

82.8％で，昨年度の78.4％から4.4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，15歳～17歳の高校生では，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ます。また，特に小学生の男子で，全国平均以上の項目数の割合が

93.8％と高い状態を維持しております。 

少し飛びまして，８ページを御覧ください。８ページからは，児童生徒アンケート調

査の集計結果と，平成28年度の県調査結果及び平成27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。 

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
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答した広島県の男子の体力合計点は58.9，女子では61.2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。 

15ページをお開きください。高等学校第２学年では，「（ウ）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12.0ポイント，女子で6.9ポイント下回っております。しかし，14

ページ（ア）「運動部やスポーツクラブへの所属」については，グラフ20を見ますと，全

国平均と比較してもほとんど差は見られません。つまり，運動・スポーツの実施時間は

短いが運動部やスポーツクラブに所属し，運動を実施することができているといえます。 

18，19ページは，年齢別の県平均値の４年間の推移でございます。各年齢の最下段が

本年度の数値で，網掛けで黒字が前年度を上回ったもの，濃い網掛けで白地が過去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ページ以降には，学校質問紙調査の回答をまとめたものを

掲載しておりますので，後ほど御覧ください。 

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，今後も引き続き体力向上への取組を進め

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まして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

細 川 委 員： 子供は，ものすごく体力が増進されて安心をしているのですけれども，最後に出てい

る24ページからの学校質問紙の方で気になったのですが，小学校と中学校ともに，５の

ところで，県教育委員会が公表している資料を活用しているかという質問で，「していな

い」という回答が結構あるというのは，せっかくいいデータを出して，こうやったらい

いという資料を出しているのに，活用されていない。この辺のところが，もう少し活用

していただければなと思いますが，どのような御感想を持っておられますか。 

石井スポーツ振興課長： 昨年度作りました「『走り方』指導ハンドブック」について，各体力つくり推進リーダ

ー研修のところで，内容についてしっかりと説明をし，活用をしていただくよう，必ず

伝えております。そして，その使い方を更に説明すると，現場の先生方も分かってくだ

さり，「『走り方』指導ハンドブック」も見ていただくようになっております。いろいろ

な場面で宣伝していきたいと思っております。 

志々田委員： ８，９ページ目で御指摘いただいたと思いますが，運動部への参加率は平均並みだけ

れども，やっている時間数が短いと。これをどう見るか，ということだと思いますが，

以前の教育委員会会議の中でもお話があったかと思いますが，部活動のあまりにも長い

実施ということが子供たちに良いのか悪いのかということで，それは一般の新聞報道等

でも取り上げられていることだと思うので，このように広島県が少ないということ自体

は，悪いことではないのかなと私も理解していますが，まずそれで理解はいいのかとい

うこと。 

もう一つは，部活動の中で体力を伸ばすということも重要なのかもしれませんが，普

通に考えると，学校教育の中の体育という授業の中で，どれぐらい伸びているのかとい

うことが重要かなと思います。ですので，部活動に頼って子供たちの体力を伸ばしてい

くということ自体は，全員が伸びていくわけではないので，体育の授業というところを

ベースにしながら考えていくのがいいのかなと思いますが，その点について少し教えて

いただければと思います。 

石井スポーツ振興課長： １点目のスポーツの実施時間が短いということは，一概に悪いとは思っておりません。

先ほど御説明いたしましたように，全国と比較して加入率はほとんど同じで，時間の２

時間以上というのが少ない。しかしながら，体力が全国と比較して非常に広島県が落ち

込んでいるわけではないというところから，効率的に部活動で活動しているのであろう

と，私たちは思っております。 

それから２点目は，御指摘のとおりでございまして，部活動だけで体力向上を図って

いるわけでありません。そのためにも，体力つくり推進リーダー研修では，特に授業の

ところ，それから小学校の中では業間といったところでの工夫，あるいは休み時間にで

も，子供たちが楽しく体を動かせるような工夫や好事例を紹介したりしております。で

すので，手応えとしては，そういった研修会に行きますと，本当に数年以上前よりも授

業の工夫ということがこちらにも感じられますし，集まってきた先生方でワークショッ

プをされますと，非常に盛り上がっておられるので，授業改善については現場で取り組

んでいただいていると思っております。 
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中 村 委 員： 個人的に気になっていることなのですけれど，それぞれ小中高，特に小学校ですけれ

ども，１日の運動・スポーツ時間が30分未満の子供の理由のところです。前回も申し上

げたと思っておりますけれど，その理由が「運動する時間がない」，「運動が好きではな

い」，「場所がない」という中で，時間がないわけでもなく，運動が嫌いなわけでもなく，

場所がないという子供が一定程度いると。特に小学生であれば学校も近いわけですし，

場所がないという理由が15％とか17％。これが多いか少ないか分かりませんけれども，

ここはもう少し違う理由があるのかなという気もするのですが，ここをもう少し調べて

みる価値があるのかなと思っています。 

それと，同じ９ページの下の「朝食の摂取」で，全国だから関係ないかもしれないの

ですが，毎日食べないのに体力合計点が多いというのが，すごくおかしい気がします。

異常値が出ているのかなとも思いますけれども。 

石井スポーツ振興課長： 広島県の調査はいわゆる全数調査，悉皆調査でございますが，全国調査の方は抽出調

査でございますので，こういった異常値が出ることが稀にあります。 

下﨑教育長： ほか，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ 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６ 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： 続いて，報告・協議６，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６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，御報

告いたします。 

まず，「１生徒指導集中対策指定校（19校）の暴力行為の発生状況について」は，指定

前年度同時期（９月末）と比較いたしますと，19校の合計は101件，70.6％減少しており

ます。 

スクールサポーター派遣校では，33件，51.6％減少し，スクールサポーター未派遣校

では，68件，86.1％減少しているところで，一定の成果が出ていると受け止めておりま

す。 

２には，本プロジェクトの取組の成果と課題を示しております。本プロジェクトは「生

徒指導」，「学習指導」，「学校経営」の３つの柱で取組を推進しております。 

まず，「（１）生徒指導」に係る成果といたしましては，学校の指導方針や指導の進め

方を，生徒により具体的に理解させるため，全校集会等において教職員がロールプレイ

を行い，暴力行為に当たる例を実演したり，「正しい服装の着こなし」や「挨拶の仕方」

等について生徒会が主体的に作成したＤＶＤを視聴させるなど，取組の工夫が推進され

ているところでございます。また，コミュニケーションのとり方や行動面等に課題があ

る生徒に対しましては，個々の特性に応じた指導を行うことで，暴力行為を未然に防ぐ

ことができつつあるという状況でございます。このことによって暴力行為の発生件数の

減少とともに，喫煙や万引きなどの問題行動も減少が見られているところでございます。 

一方，課題といたしましては，新規にスクールサポーター派遣校として指定した一部

の学校においては，生徒指導体制の確立が遅れており，特定の生徒が暴力行為等を繰り

返す状況がございます。そのため，スクールサポーター派遣校については，９月末現在

では80％減の目標を達成できていない状況でございます。また，その他の課題といたし

ましては，学校の生徒指導に関しまして，保護者の理解や協力が得られにくい場合もあ

ることから，家庭への一層の働きかけが必要であると考えております。 

次に，「（２）学習指導」においては，成果といたしまして各授業後に板書を丁寧に消

したり，生徒の持ち物が整理されたりするなど，特別支援教育の考え方を踏まえた指導

を行うことで，落ち着いて学習できる環境づくりが進んでおります。また，学力が十分

定着していない生徒に対しましては，学習状況を分析した上で，その生徒に対する指導

方針を全教職員で共有するとともに，放課後等を利用しての個別指導や保護者への働き

かけを繰り返し行うなど，個に応じた指導が推進されております。このことにより学習

の方法が身についたり，分かる喜びを得ることなどで，自己肯定感が高まっているもの
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と考えております。 

一方，課題といたしましては，まだまだ生徒の学習意欲を喚起し，生徒自らが主体的

に学ぼうとする授業づくりが，組織的に十分に取り組めていない状況もございます。 

次に，「（３）学校経営」でございます。成果といたしましては，校長がリーダーシッ

プを発揮し，生徒指導体制が確立され，ベクトルの向きがそろうことで，問題行動等の

指導に当たって，より一層教職員が組織の一員として役割と責任を踏まえた取組ができ

るようになりつつあります。また，校長が分掌主任に対して的確に指示・指導を行うこ

とで，主任が機能化し，分掌間の連携が円滑に進むようになりつつあります。 

一方，課題といたしましては，新規に指定した学校の一部においては，校長のリーダ

ーシップが十分に発揮されておらず，教職員一人一人の資質や能力が十分に生かされた

学校経営になっていないという所も，一部で見られるところでございます。 

次に，「３今後の重点的な取組」でございますが，３点ございます。 

まず１点目は，「魅力ある学校づくりの推進」ということでございます。本来，学校は

生徒が夢や希望を持って主体的に活動し，自己実現できる場でなければなりません。し

たがって，全ての教育活動において，「心の居場所」や「仲間との絆」が実感できる取組

を推進する必要がございます。そのため，授業においては，生徒の考え方を広げたり深

めたりする「話合い」などを授業へ積極的に取り入れるとともに，特別活動においては，

生徒自らが課題を発見し，解決するといった主体的な取組を推進して参ります。 

２点目は，「教職員の指導力の向上」でございます。特に，学校における教育相談は，

全ての教員があらゆる機会を捉えて行うものであり，教育相談に係る教員の指導力を向

上させる必要があると考えております。そのため，スクールカウンセラーの専門性を生

かした校内研修を実施するなど，教員のカウンセリング技能等を向上させる取組を進め

て参ります。 

３点目は，「特別支援教育の考え方を踏まえた指導」でございます。暴力行為を繰り返

す児童生徒や，感情をうまくコントロールすることが苦手な生徒に対して，個別に的確

なアセスメントを行い，個別の指導計画を踏まえた個の状況に応じた指導を行うことが

できるよう，特別支援教育課等と連携し，適切なアセスメントを行うことができるチェ

ックリストの作成を進めて参りたいと考えております。 

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まして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

近 藤 委 員： ２点質問です。指定校19校というのは，小学校，中学校，高校全部を含む数でしょう

か。それと，新規の指定ということですけれども，新規に指定するきっかけというか，

どういう状況になったときに指定するのかを教えてください。 

山垣内豊かな心育成課長： まず，19校の内訳でございますけれども，中学校が17校，高等学校が２校でございま

す。新規の指定に当たりましては，まず暴力行為等の生徒指導の諸問題の発生状況を踏

まえまして，既に指定してある学校の評価等を鑑みまして，全体として新たな課題が大

きく，指定する必要があると考えるところについて指定しています。 

中 村 委 員： 字面をあげつらうようで恐縮ですけれども，「２（３）学校経営」の課題のところで

すけれども，新規に指定した一部の学校においては，校長のリーダーシップが十分に発

揮されず，組織が機能していない状態があるというところですけれども，校長のリーダ

ーシップの発揮というのは，この指定のあるなしということと関係がないように思いま

すが，指定されるとリーダーシップの発揮が難しくなる要素があるということなのでし

ょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： 指定されると発揮が難しいということはないと思いますけれども，その校長先生の資

質であったり教職員の様々な状況等の中で，なかなか指示が明確に出せていない，ある

いは教職員のモチベーションを向上させる学校経営になっていない，といったような状

況が見られるということです。 

下﨑教育長： 新規に指定するということは，課題があるということです。その課題があるというと

ころに，校長のリーダーシップが十分発揮されていないということが見られるというこ

とです。 

中 村 委 員： それと，この根っこにある学習の状態といいますか，生徒が授業についてこられてい

ない状態といったことが要因にあると思いますので，当然この段階での学習指導もそう

ですし，小学校段階からの丁寧な指導，フォローというのが大事だと思います。意見で

す。 

山垣内豊かな心育成課長： 御指摘のとおりでございまして，学習が身につかないことによって自己肯定感が下が
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る，そういったことから問題行動につながる。それは，適時性，累加性ということがあ

ると思います。小学校低学年で身につけておかなければ，次の段階ではなかなかその学

習に入りにくいということがありますので，適時性，累加性というものをしっかりと踏

まえた，校種間の連携をしながらの取組が重要だと考えております。 

佐 藤 委 員： 「３今後の重点的な取組」で「魅力ある学校づくりの推進」とあって，この内容とい

うのは，別段，問題がある学校だけのことではなくて，今，正に広島県が取り組んでい

る「学びの変革」のことと一緒です。皆で自主的に勉強しましょうということで，個人

の一方的な学びではなく，集団でいろいろと多様な意見を聞きながら問題解決しましょ

うと，そういうことをうたってあることは一緒だなと思いながら見ていたのですが，そ

れについていけないというか，自主的に勉強することができないということから，問題

とされているわけですけれども，生徒同士で話をしなさい，学びなさいという中に，そ

ういった今までに課題があった生徒もそこの中へ入っていくと，ますます難しくなって

いきます。これを別にするというわけにもいかないだろうし，今後どうされていくのか

について，どう考えておられるのかが１点と，もう１点，「２（１）生徒指導」の中の「課

題イ」ですけれども，保護者の理解や協力が得られにくい場合があると。これは保護者

側からすれば，うちの子に限ってということなのか，全く無頓着だということなのか，

少し教えていただければと思います。 

山垣内豊かな心育成課長： まず１点目の「魅力ある学校づくりの推進」ということでございます。課題のある子

がなかなか入れないのではないのかという御質問だと思いますけれども，個への支援と

いうものと集団の教育力を，どう生かしていくかという視点があろうかと思います。先

ほども御説明させていただきましたけれども，生徒会が自らＤＶＤを作って，自分たち

の誰が悪いとか，どの子がという個を特定するということではなくて，学校全体の課題

の中から服装を整えていこうという取組をしていくことで，子供たちが教育力を自分た

ちで高めていくと，そういう働きかけをしていきたいと考えております。これも１校で

はなくて，他校の取組のいいところが他所に広がっていっている状況もありますので，

そういったところをしっかり示していけば，特定の子が浮いてしまうということは少な

いと考えております。 

それから，２点目の保護者の理解と協力というところです。保護者にも様々いらっし

ゃいます。説明したときには何もおっしゃらないけれども，我が子がその対象になった

ときには批判されるというケースもありますし，中には学校の説明が事前に十分なされ

ていないがために理解が得られないといった様々な状況がございます。まずは保護者に

適切に対応していくためには，学校がすべきことを確実にしているということが大切か

と思いますので，そういったところを十分指導していきながら，極端な要求をされる保

護者に対しましては，それぞれ毅然として対応していく必要があろうかと思います。 

佐 藤 委 員： 学校訪問させていただくと，各学校ともに，何々学校スタンダードとか，目指す姿と

いうものをきちんと決めていて，各クラスに分かりやすいポスターなり，あるいは写真

なり，こういう姿勢で授業を受けましょう，これは駄目ですよとか，皆本当に分かりや

すく，考えて提示されておられるし，朝の登校時に保護者の方も加わって，朝の挨拶運

動をずっと毎日やっておられる学校もあります。本当に，服装にしても挨拶にしても，

学校を取り巻く人たち全てが協力し合いながら規律を守っていこうという動きは，本当

にたくさん目についていますので，進めていただきたいとお願いしたいと思います。 

細 川 委 員： 課長に御説明いただいたようなことも，地元でいろいろと関わらせていただく中で，

今，佐藤委員もおっしゃったような御理解や御協力が得られにくい保護者も，一部いら

っしゃいます。もっとドロドロとしたものです。地域性もありましょうし，その御家庭

御家庭の状況も違う中で，成果としてはここにこういう成果があった，でも課題もあっ

たという，その課題をつぶしていかないと，こういった暴力行為というのは一向に減ら

ないのではないかと思います。そういう中で，学校は一生懸命やられています。ただ，

学校で解決できないこともたくさんあると思うので，是非，市町教育委員会と連携を密

にされて，うまく解決したところは他地域にも情報を与えていただきたいし，私たち地

域の人間にも協力をしてくださる方はたくさんいらっしゃるので，守秘義務はあります

が，その辺のところを十分考慮された上で進められていくべきだろうと思っております。

その辺のところがなかなか進まない子も多いのですけれども，一つ一つ課題をつぶして

いかれることで，よい成果を上げていただければと思っております。これは意見として

申し上げます。 

下﨑教育長： ほか，よろしいでしょうか。 
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（ 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７ 府中町立中学校第三者委員会の答申について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議７，府中町立中学校第三者委員会の答申について，松岡学校経営

支援課長，説明をお願いします。 

松岡学校経営支援課長： それでは報告・協議７の府中町立中学校第三者委員会の答申につきまして，御説明い

たします。資料を御覧ください。 

本日，配付しておりますのは，「府中町学校運営等についての調査検討委員会」いわゆ

る第三者委員会が作成・公表したものでございます。 

この第三者委員会につきましては，資料の２ページにございますように，進路指導や

生徒指導，学校経営，臨床心理の各専門家及び弁護士が，それぞれの団体から推薦を受

けた５名の委員で構成され，３ページにございますとおり，３月末の設置から，25回の

委員会を重ね，関係者からの聴取やアンケート調査を行い，それを踏まえて，丁寧に分

析・検討されたところでございます。この最終の委員会が，先般11月３日に開催されま

して，委員会終了後，当日18時に府中町教育長に答申し，公表されたところでございま

す。本日は，この第三者委員会で作成された概要版をもとに御説明をいたします。 

まず答申は，大きく「自死の背景」，「学校の対応の問題点」，「再発防止に向けての提

言」の３つから構成されております。 

まず，「自死の背景」につきまして６ページを御覧ください。 

一般的に自死の原因を特定することは極めて困難であるが，自死の要因の１つであり，

きっかけとなったのは，推薦・専願基準の運用変更によって，当該生徒が志望する高校

の専願受験が認められなかったことと考えられるとされております。 

このことにより，唐突な進路指導の変更による驚き・戸惑い，自分なりのプランが崩

れることへの不安，そして親に対して専願を受けられなくなったことをどのようにすれ

ばよいのかという苦悩，この３点において動揺があったこと。これに加えて，当該生徒

と教員との間に双方向の日常的な信頼関係が十分構築されておらず，触法行為の確認の

際に適切なコミュニケーションがなかったことや，更には，学校が共感的・支援的なサ

ポートを行わなかったこと。また，当該生徒のパーソナリティーの特性から，家族や友

人にも苦悩や自死を疑わせるような会話や意見は一切行っておらず，周囲も気付くこと

なく自死を阻止する対応ができなかったということ。これら複数の要因を背景として，

残念ながら自死に至ったと考えられるとされているところでございます。 

次に，「学校の対応の問題点」につきましては７ページから御覧ください。 

（１）に基本的な問題点が記載されておりますが，当該中学校の学校運営に関しまし

て，組織的な生徒指導・進路指導の欠如という点で課題があり，それが万引きの事実誤

認を生み出すことにつながり，更に学年団の合意形成が十分でなく，進路指導に関する

教員の姿勢の不一致が，当該生徒の事実確認の曖昧さに結びついたとされております。

また，進路指導において，「出口指導」，「輪切り指導」に偏重する傾向が散見され，生徒

一人一人に寄り添った進路指導が十分でなく，生徒指導においても「荒れ」の克服にと

らわれるあまり強権的・抑圧的な指導に陥り，生徒との信頼関係を丁寧に築いていく姿

勢が不十分であったと指摘されているところでございます。 

更に，３年生の11月の段階で行われました高校受験に関する推薦・専願基準の運用変

更は，「少年法の理念の無理解」，「不利益処分の遡及適用」，「基準の周知並びに基準の適

用変更の周知欠如」，「他校生徒との不公平性」という諸点においても問題があったとさ

れているところでございます。 

これら基本的な問題について，（２）以降，詳しく分析されているところでございます。 

続いて，「再発防止に向けての提言」につきましては10ページからでございますが，提

言につきましては「学校について」，「教育委員会について」，「入試について」の大きく

３点が提言されているところでございます。 

まず学校につきましては，生徒指導・進路指導の理念の再認識として，禁止や管理の

指導ではなく，理解・支援の指導を行うこと。教員の人権意識の涵養として，生徒の人
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権の理念を再認識することを前提のもと，校長の的確なリーダーシップの下で組織的な

学校運営体制の確立とその点検評価を行うことや，推薦・専願基準とその運用プロセス

の見直しについて，生徒や保護者が十分に理解できる説明を心掛けるとともに，基準の

運用に関するルールを明確に定めた上で，全教職員でそれぞれを共有できるようにする

必要があることや，生徒指導の前提となる教員と生徒との信頼関係の確立など，８つの

項目が示されております。 

また，教育委員会につきましては，最後のページでございますが，町教育委員会には，

校長や教職員と密接に連携を図りながら，各学校の実態について学校と恒常的に関係情

報を共有し，必要に応じて速やかな指導・助言，援助を行うことができるような体制を

構築しておく必要があることや，教育委員会内に必要な支援体制を整備し，学校に対し

て即効性のある指導・助言，援助を徹底する必要があること，教員のメンタルヘルスケ

アに係って，相談窓口やサポート体制の制度改善が示されております。また，県教育委

員会には，府中町教育委員会に限らず，県内全ての市町教育委員会と密接に連携を図り

ながら，関係情報の共有化に努めるとともに，必要に応じて県教育委員会として速やか

な指導・助言，援助を行うことができるような支援体制の構築に努めること。 

また，私立高校の入試制度につきましては，県の所管部局において，必要な指導助言

を行うこと，関係者等による連絡協議を通して制度改善に取り組むことなどが提言され

ているところでございます。 

県教育委員会といたしましては，この度の第三者委員会の答申を真摯に受け止め，府

中町教育委員会における検討も踏まえ，内容を精査し，しっかりと分析した上で，課題

を明らかにし，当該中学校の個別の課題につきましては町教委をしっかりと支援してい

くとともに，県全体として普遍的に取り組まなければならないことにつきましては，現

状を精査するとともに，各市町教育委員会と連携をしながら，このような悲しいことが

二度と起こらないよう，全力で取組を進めて参ります。 

なお，現在の当該校の状況でございますが，本年度着任した，校長，教頭，主幹教諭

が，しっかりとタッグを組んでリーダーシップを発揮し，「信頼」，「対話」，「組織」の３

つをキーワードに，生徒や保護者の思いをしっかりと受け止め，教職員間で確実に共有

し，生徒が安心して伸長できる学校づくりを，保護者や地域の理解を得て進めていると

ころであり，全体として，学校は落ち着いた状況にございます。 

また，ＰＴＡも，保護者の思いや意見を集約するとともに，新たに学校の環境整備に

係るボランティアグループを立ち上げるなど，学校に積極的に協力いただいていると聞

いております。 

また10月には，吹奏楽部が初めて全国大会に出場し，見事銅賞を受賞するとともに，

陸上部，卓球部，バレーボール部なども各種大会で活躍していると伺っておりますし，

ボランティア活動にも多くの生徒が参加するなど，生き生きとした学校づくりが推進さ

れているところでございます。 

また，公表された翌日の11月４日には，該当校へ職員を派遣したところでございます

が，全教職員による通学路や正門での挨拶活動を実施され，スクールカウンセラーを配

置し，校内の生徒の様子を確認するなど丁寧な対応をされていたところでございます。 

また，全校朝会におきまして，校長から生徒に対し，「互いの思いを共有したい」，「学

校の主役は生徒一人一人であり，心配事があれば一緒に考えていきたいこと」などを伝

え，生徒は，校長の言葉に静かに耳を傾けていたとの報告を受けています。 

更に，進路指導につきましては，３学年の生徒・保護者を対象とした進路説明会を11

月までに２回開催し，生徒自身の成長や努力の過程を踏まえて総合的に判断するという

推薦・専願の考え方につきまして，明確かつ丁寧に説明をするとともに，進路に関わる

内容についての面談は，学年室や特別教室を割り振って，適切な場所を確保して行うな

ど，丁寧に実施されているところでございます。 

私からの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，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

佐 藤 委 員： 事案が起こってから，かなりの時間がたちました。その間，この第三者委員会の方が

大変細やかに調査をしていただいて，結果がこのように公表されたと思います。自死に

至ったという15歳の生徒に関しては，本当に悲しい出来事でありました。 

この中で感じることは，今，県を挙げて「学びの変革」を唱えながら，教員と一緒に

なって変えようとしている中で，原点を忘れているのではないか。今の校長先生がおっ

しゃった，生徒に寄り添う，皆に寄り添って，いろいろとこれからやっていくから何で
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も言ってくれ，という気持ちがなかったが故に発生した事案だと思います。そこは猛省

をして，各学校の教員の１人１人に対してお伝えいただきたい。特に，「学校の対応の問

題点」の中にあります，強権的・抑圧的な指導に陥るという言葉は，本当に辛い言葉で

あります。誰が主人公なのかということを，今一度思い起こす必要があるのではないか

と思います。 

志々田委員： 長い時間，第三者委員会の先生方に御協力をいただいて，こういった形の報告書が出

来上がったこと，まず感謝申し上げたいと思います。 

なかなか真相が明らかにならないことについて，また，これを二度と繰り返さないた

めに，我々は何ができるかということを考えるところだと思いますが，今，佐藤委員も

おっしゃったところだと思いますが，生徒指導を通して「荒れ」を防ごうとすると強権

的になったり抑圧的な指導になるというこの構図を，我々はどう克服できるのかという

のが，これからの課題かと思っています。もちろん「荒れ」の克服のために，子供たち

に様々なルールを守るように，また自分たちで頑張れるようにという指導をすることが

必要かと思いますが，それが教員側の押し付けであったり，言うことを聞かせたりとい

うことに陥りやすい。でも，それは本来の教育ではないということを，今一度県教委と

して，全ての教育委員会にお伝えするとともに，またそのためにどうしたらいいのかと

いう，様々なツールも磨いていく必要があるかと思っています。 

豊かな心育成課を含めて，本県の指導主事の先生方にこの内容は徹底していただいて，

ここに配慮できるような指導体制，また信頼関係をもう一度つくっていっていただけれ

ばと思っています。意見です。 

中 村 委 員： この報告書で指摘していただいている，９ページ（５）に県の教育委員会について記

載がございます。正に，先ほどの議案のように生徒指導集中対策指定校になっていたわ

けですけれども，そこはいいとしても，その下で「町教育委員会の指導・助言状況につ

いて十分な把握認識がなされておらず，的確な指導・助言，支援策が提供されていなか

った」という指摘ですけれども，この点については具体的にどのように認識をされてい

て，またどのような改善をしてくのかということが，今時点であるのであれば教えてい

ただきたいと思います。 

山垣内豊かな心育成課長： 当該中学校，平成25年度から生徒指導集中対策指定校に指定したわけでございますけ

れども，それまでは暴力行為等の問題行動がたくさん発生するなどの課題があったため，

指定をして参りました。まずは，学校の教育目標の中で，どのような力を生徒に身につ

けさせるのかということをしっかり示した上で，取組を進めるということについては，

これまでも指導してきたわけでございますけれども，時間の経過とともに，指導の形は

残っていたけれども，育てるという視点が教職員の中で十分に共有できていなかったと

いうことについては，先ほど御指摘があったように，反省していく必要があろうかと思

っているところでございます。 

中 村 委 員： では，具体的に改善していく中身については明確にあって，それを実行していくとい

うことでよろしいですか。 

山垣内豊かな心育成課長： 取組の方向性につきましては，校長，町教育委員会と共有しながら，どんな力を身に

つけさせるのかということをしっかり明確にした上で，スケジュールも含めながら，保

護者・地域とも連携をしながら進めていく必要があろうかと思っております。 

中 村 委 員： それと，具体的内容についてもう一つ。いわゆる，この推薦・専願基準というものに

ついてなのですけれども，この中学校も早速基準を変えたと聞きましたけれども，県内

で統一的な基準，あるいはきちんとしたものでなくても，こういうことは駄目といった

ことであるとか，ある程度統一的な基準を設ける必要があるのではないかと思いますが，

その点はいかがでしょうか。 

中村義務教育指導課長： 推薦基準につきましては，各中学校の実態とか特色に応じて，各中学校長の判断で決

めており，その推薦基準につきましては，全県で統一していることはないです。ただ，

推薦の考え方でいいますと，非行等の問題行動に係る事実をもってのみで機械的に判断

するのではなく，子供の改善状況や３年間の学業，生活態度を考慮して総合的に判断し

ていく。要するに，生徒の成長をしっかり見ていくという視点に立ち判断するところは，

この５月に，研修等を通じて周知してきたところでございます。 

中 村 委 員： いつかの議論でも出たと思いますけれども，悪いところを挙げて切り捨てるのではな

くて，良いところを見つけて引っ張り上げていくといった視点ですとか，おっしゃるよ

うに各学校で事情が違うと思いますので，こうだという基準をつくることはなじまない

のかもしれませんけれども，その運用も含めて何らかの指導というか，基準があった方
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がいいのかなと思います。意見です。 

中村義務教育指導課長： 今，委員が言われたように，今の推薦の考え方をしっかり各中学校に浸透させること

が大切です。それから，基準の変更の話も出ましたけれども，そういうことも含めてし

っかりと分析，精査をして，今後に生かしたいと思います。 

細 川 委 員： 私の方からも，この答申について，本当にこれをまとめていただいて御礼を申し上げ

たいと思います。 

読ませていただいて，こういうことがなぜ起きたのかということをはっきり掴まれて，

それに対して対策を考えられ，実行していかれる。私たち民間企業でも同じことがあり

ます。間違った原因を掴むと，間違った対応，間違った対策が練られますので，発生し

たことに対しての正しい対策が練られたことにはなりません。この中学校は，第三者委

員会がずっとお調べいただいていた間も，ずっと校務が運営されておりました。という

ことは，学校を閉鎖されて進められたわけではないので，こうであろうということで進

めていたのでしょうけれども，はっきりこれが出た段階で，この答申を踏まえられて，

正すべきところがこうであって，きちんと正されたということを確認しないといけない

と思います。普通だったら業務を止めて対策を練るのです。けれども，学校は止められ

ませんでしたので，考えられた対策どおりに学校運営がなされているということを確認

していただきたい。 

それと，先ほどから各委員さんも言っておられますが，町教育委員会に対する県教委

の指導・監督というリーダーシップが，今後，ここだけにとどまらず，県内全体で確固

たる監督と助言と指導が本当にできるということをおっしゃっていただきたいというの

が，私，保護者としても県民としても望む，願うところでございます。 

近 藤 委 員： 中村委員から先ほど質問が出ていたことと重なるのですが，９ページの教育委員会の

「県教育委員会において」というところですが，生徒指導集中対策指定校として指定は

きちんとされていましたが，その反面，「指導・助言状況について十分な把握認識がなさ

れておらず，的確な指導・助言，支援策が提供されていなかった」のではないかという

点ですけれども，この件を外れてというか，情報共有をより促進するような体制なりや

り方について，既に検討されていることがあれば教えていただきたいと思います。 

山垣内豊かな心育成課長： この生徒指導集中対策指定校の事業につきましては，学校と課題を共有するというこ

とが重要ですので，設置者である市町教育委員会や教育事務所，それから県教育委員会

の指導主事が訪問の際には，訪問のねらいであったり，学校の現状を共有して取組をし

ていく。その上で，生徒の様子を把握しながら適切な指導・助言ができるように，指導，

取組をしているところでございます。 

近 藤 委 員： 今回の件を踏まえて，更に充実させるようなことは，既に考えておられることがあり

ますか。 

山垣内豊かな心育成課長： 御指摘にありますように，教職員がしっかりと子供の課題について，指摘，指導すべ

きところは適切に指導するようにしておられると思いますけれども，型にはめた指導と

いうのではなくて，生徒の成長を支援するという視点をしっかり持って，まずは面接週

間を設けたり，具体的なアンケート調査の回数を増やすといったものについては，もう

既に取組を進められているところでございます。 

志々田委員： もう一つお聞きしたいのですが，入試制度の変更，ここで第三者委員会から「必要な

指導・助言を行うこと」といったことが書かれているわけで，なかなか難しいとは思い

ますが，何が問題であって，いつまでにどう改善するのかということ。子供たちが不安

を感じないよう，入試制度についてきちんと説明をし，現行の制度について理解を求め

ていく必要が今後あると思いますけれども，そういった場，また協議の場はどこで行わ

れるのかということと，また，そういった指導・助言をしていく際，子供たちへの指導

をしていく際に様々な対策があると思いますが，現段階で考えておられるようなことが

あれば，お答えいただければと思いますけれども。 

中村義務教育指導課長： 委員の御指摘のように，この入試に関わることが，この度の答申に記載されておりま

す。今，この答申を精査しておりますが，各私立高等学校によっても専願制度は様々異

なっておりますし，今後，関係部局としっかり連携を図りながら検討して参りたいと考

えております。 

志々田委員： もう冬も寒くなってきて，もうすぐ入試の時期が始まります。子供たちにとって，こ

ういった１年前の事件というのは自分たちにも身近に感じて重く受け止めると思います。

早急に，子供たちの不安を取り除けるような中学校での指導というものも，考えていた

だきたいと思いますし，制度を変えることはとても大変なことだと思うので，一足飛び
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にするべきことでもないかもしれませんが，保護者の皆さんや地域の皆さんの安心，信

頼を勝ち得るためにも，我々はどう変えたのか，どういうおそれがあるのかということ

についてどう考えているのかということを，県教委だけではなくて，いろいろな関係部

局と協力しながら，方向性を打ち出していく必要があるのではないかと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

中 村 委 員： もう１点だけ，蛇足かもしれませんけれど，10ページに書かれている「再発防止に向

けての提言」，「（１）学校について」ということでいろいろ書いてありますけれども，ｆ）

の「教員と生徒との信頼関係の確立」にありますような，「愛と信頼に基づく教育的関係」

といったようなことは，この辺りを全部学校でつくってくれというのは難しい，学校だ

けでやってくれということではないと思います。教員の採用の関係の協議もありました

けれども，採用前，採用後の研修等々も含めて，この件がどうだったかということを別

にして，全体の資質の向上，こういった愛とか信頼とかということも含めた資質の向上

に取り組んでいく必要があると思いました。意見です。 

佐 藤 委 員： 最後のお願いですが，各学校，いろいろ訪問するに当たって，次のステップへ送り出

していく進学，あるいは進路指導というのはとても大切なところでして，それを各学校，

私が訪れたところは，皆さん応援団で，できないというところを一生懸命，「頑張れ，や

れるよ」と言って応援してあげていた姿がたくさんありました。 

これは選別するのではなくて，この人を育て，応援していくという気持ち，それが寄

り添うという言葉なのでしょうけれども，私は校長先生が，生徒の方にそうおっしゃっ

たという今の報告を聞いて，大変喜んで安心しているのですけれども，生徒に寄り添う

という気持ちをもう一度本当に，皆が持たないといけないということを，県教委から，

あるいは教育者として皆さんが伝えていただきたいと，最後にお願いしておきます。 

下﨑教育長： ほか，よろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： この件，本当に悲しい出来事でありますし，残念であると思います。本当に心苦しい

と言うしかないですし，こうしたことは二度と起こらないように，我々は全力で取り組

んでいかなければならないと，そういった事案であろうかと思います。 

今，各委員からの意見がありましたけれども，この答申をしっかり受け止めて，分析

し，取れる対応を取っていかなければならない。この事案が生起しまして，教育委員会

としてできることをどんどんやってきたわけですけれども，改めてその答申をもう一度

精査して，更に必要なこと，また考えなければならないこと，しっかり中身を見て，取

り組んでいきたいと思っております。 

特に県としての責任，普遍的な課題として取り組まなければならないということもあ

りますし，今回の問題，特に市町立学校への指導又は市町教育委員会への指導の在り方

ということが，県としても問われたわけであります。この点について，指導に入って，

その学校と市町教育委員会との中で，共通認識をきちんと持てたのかどうかということ

も，改めて見てみないといけない。 

特に，生徒指導集中対策指定校になっておりましたので，目標設定をしているわけで

すけれども，目標設定の方に傾いてしまったのではないかとかという点もあろうかと思

いますけれども，そういうことも含めて，先ほど御意見いただきましたように，本当に

子供たちの成長のためにという，子供に寄り添うという言葉もありましたけれども，正

にそうして我々が職務を遂行していかなければならないわけですので，もう一度その点

はしっかり見て，取るべき策なり取組なりというのをきっちり洗い出して，できること

からどんどん取り組んでいかなければならないなと思っておりますので，これは我々全

てを挙げて，しっかり取り組んでいかなければならないと思っております。 

以上で本件の審議を終わります。 

 

続いて，先ほど公開しないと決定した議案について審議を行いますので，傍聴者の方

は退席してください。 

 

（15:32） 
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【非公開審議案件】 

 

第１号議案 教職員人事について  

 高等学校教諭の交通事故に係る人事措置（戒告）について，審議の結果，全員賛成により原案どお

り可決した。 

 

第２号議案 教職員人事について  

 小学校長の人事異動について，審議の結果，全員賛成により原案どおり可決した。 

 

（15:44） 

 


