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広島県「教育に関する大綱」（素案）について

経 営 企 画 監：

それで は，ただ 今か ら「平成 27 年 度第２ 回広 島県総合教 育会議」を開 催いたしま す。
まず，はじ めに湯﨑 知事 から御挨拶 を申し上 げま す。
湯 﨑 知 事： それで は，平成 27 年度の第２ 回になり ます，広島県総 合教育会 議の 開催に当た りま
して，一言 御挨拶を 申し 上げます。
皆様方にお かれまし ては，大変御 多用のと ころ，本 日御出席を 賜りまし て誠 にありが
とうござい ます。
また，本日は，５ 名の 外部有識者 の皆様方 に御 出席をいた だいてお りま す。有識者の
皆様方にお かれまし ては，公私と も大変御 多用の ところ，こういう 形で御 参加を賜り ま
して，本当 にありが とう ございます 。
さて，６ 月に第１ 回目の 会議を開催 させてい ただ きましたけ れども，その 中では大綱
に盛り込む べき項目 とい うことにつ いて議論 させ ていただき ました 。その 中で「広 島ら
しさ」「グローバル・多 様性」「幼児期から大学・社会 人まで」「オール 広島県」とい
ったような キーワー ドで 様々な視点 から御意 見を頂きました 。大変 ，活発 で 有意義な議
論ができたというように 考えている ところで ござ います。
本日は，第１回 目の会 議で頂きま したこの よう な御意見を 踏まえま して，事務局 内で
検討を重ね て参りま した，「大綱素案」につ きま して，有識者の皆様方か ら御意見を頂
戴したいと いうよう に思 っておりま す。また，同 時に有識者 の皆様方 にも，御参加をい
ただく形で，こ の素案に つ いて議論を させてい ただ きたいとい うように 思っ ております。
今後５年間 の本県の 教育 の方向性を 示します「教 育に関する 大綱」でござ いますけれ
ども，「広島で学ん で良 かったと思 える日本 一の 教育県」の実現 を目指し ている本県 に
とりまして，非常に 重要 な位置付け にあると いう ように考え ておりま す。
私といた しまして も，十 分に議論を 尽くした 上で 策定をした いという よう に考えてい
るところで ございま す。そういう意 味からし ても，本日，御出席いた だき ました委員 の
皆様，また，外部 有識者 の皆様，是非御 忌憚のな い御意見，それ ぞれの御 専門の立場 と
いうのもあ りますけ れど も，もちろん，そ ういっ た御専門の お立場，そし て，更にそれ
を超えた，広く教 育を進めていくべ きという とこ ろで大きな 観点から も，御意見を賜 れ
ばというように思っ てお りますので，ど うぞ，よ ろしくお願 いをいた しま す。本日はあ
りがとうご ざいます 。
経 営 企 画 監： ここで 本日お 招きい たしており ます外 部有識 者の方々に ついて，御紹 介をさせて いた
だきます。
広島大学 大学院教 育学 研究科教授，朝倉淳 様で ございます 。
朝 倉 教 授： よろし くお願い しま す。
経 営 企 画 監： 千葉大 学教育学 部教 授，天笠茂 様でござ いま す。
天 笠 教 授： 天笠で す。よろ しく お願いいた します。
経 営 企 画 監： 慶應義 塾大学環 境情 報学部教授，今井む つみ 様でござい ます。
今 井 教 授： 今井で ございま す。 よろしくお 願いいた しま す。
経 営 企 画 監： 学校法 人武田学 園学 園統括部地 域連携室 長，金子留里様 でござい ます 。
金 子 室 長： 金子で ございま す。 よろしくお 願いいた しま す。
経 営 企 画 監： 東京大 学大学院 教育 学研究科教 授，本田 由紀 様でござい ます。
本 田 教 授： 本田で す。よろ しく お願いいた します。
経 営 企 画 監： 以上で ございま す。 どうぞ，よ ろしくお 願い いたします 。
続きまし て，本 日の日 程について 御説明い たし ます。お 配りして おりま す次第にご ざ
いますよう に，本日 はこ の後，広島 県「教育 に関 する大綱」（素案 ）につ いて，御協 議
いただきま す。御協議い ただくに当 たりまし ては，まず，有識者の皆 様方 からそれぞ れ
御意見を頂 戴し，その後 ，有識者の皆 様方にも 御参 加いただい た上で ，「 大綱（素案 ）」
について御 協議をい ただ きたいと考 えており ます ので，よろ しくお願 いい たします。
それでは ，これ より協 議に入りま す。こ こから は湯﨑知事が進行さ せて いただきま す
ので，よろ しくお願 いい たします。
湯 﨑 知 事： それで は，早速 ，始 めさせてい ただきた いと 思います。 始める前 に，本県，省エ ネル
ギー推進の ために，エ ア コンの設定，大変高く な っておりま す。恐らく，ネクタイに 上
着だと大変暑いんじ ゃな いかと思い ます。私 も早々 に上着を取 らせてい ただ きましたの
で，よろしけれ ば少し 軽 くしていた だいて，お 話 しいただけ ればと思 いま すので，どう
ぞ御自由に なさって いた だければと 思います 。
それでは，本 日の議題 を，予定を先ほ ど申し上 げましたと おり，広島県「教育に関 す
る大綱」（素案）でござ いますので，はじめに，この素案に ついて，事 務 局から説明 を
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経 営 企 画 監：

お願いしま す。
それで は，資 料１及 び資料２に よりま して，「教育に関 する大 綱」（素案）につ いて
御説明させ ていただ きま す。
「教育に関す る大綱」につきまし ては，６月４ 日に開催い たしまし た第 １回会議に お
きまして，大綱策 定の基 本的な考え 方及び大 綱に 盛り込む項 目の案をお示 しし，御 協議
いただいたところで ござ います。その 際，皆様方 か ら頂きまし た御意見 につ きましては，
お手元の資 料１に「広島 らしさ」など，４つの項 目にまとめ て「概 要」と して整理し て
おりますの で，後ほ ど御 覧いただき たいと思 いま す。
次に，資料２ を御覧く ださい。「大綱策 定の基 本的な考え 方」や第１回 会議での御 意
見なども踏 まえ取り まと めました「大綱素 案」の 概 要について 御説明さ せて いただきま
す。
まず，全体の項 目構成についてで ございま す。「１から ５」で ，主 に学 校教育に関 す
ること，「６ 」で ，特別 な配慮が必 要な児童 生徒 等の支援に 関するこ と，「７」で，教
職員に関す ること，「８ 」で，学校環境 に関する こと，「９ 」で，地域の 教育力に関 す
ることとい った流れ にし ております 。
続きまし て，１ペー ジ を御覧くだ さい。【はじ めに】では，本 県の教育 に対する「基
本認識」や ，今後お お む ね ５ 年 間 を 見 据 え た 「 考 え 方 や 方 向 性 」 を 記 載 し て お り ま す 。
上から３つ 目，４つ目の 丸でござい ますが，グロ ーバル化の 進展など を背 景に，これ
までの「知 識ベース の学 び」に加え ，「これ から の社会で活 躍するた めに 必要な資質・
能力の育成 を目指し た主 体的な学び」を 促す「学 びの変革」を全 県的に推 進していく こ
と，一番 下の丸で，こう した「学 びの変革 」の取 組に加えま して，関係部 局が連携し た
家庭教育へ の支援や 乳幼 児期におけ る質の高 い教 育・保育など，本県のあ ら ゆる力を結
集しながら，「広島 らし い」教育を 推進して いく ということ を記述し てお ります。
また，右側２ページでございますが，「幼児期から大学・社会人まで」を見据えて，
家庭や地域，更 には経済 界や産業界 などの力 を借 りる中で，「オー ル広島 県」として一
丸となって 取り組ん でい くこと，「広島 で学んで 良かった 」と思え る，更 には「広 島で
学んでみた い」と思われ る 日本一の教 育県の実 現を 目指してい くという こと を記述して
おります。
１枚めくっ ていただ き，３ページを 御覧くだ さい 。「１ 乳幼児期に おけ る質の高い
教育・保育の推 進」では ，乳幼児期にお ける教育・保育 について の基本認 識などにつ い
て記述をし た上で，３つ 目の丸でご ざいます が，本県の就学 前の教育・保 育の実態を 把
握し，現状と課 題を明ら かにするこ と，教育委員 会と関係部 局・関係機関 が連携した 家
庭教育の支 援を行っ てい くことなど について 記述 をしており ます。
同じページ 下側の，「 ２ 『知・徳・体 』のバラ ンス のとれた『基 礎・基本 』の 徹底」
については，１つ 目の丸 で，「 確かな学 力」「豊 かな心」「健や かな体 」をバランス よ
く育成する ことが重 要で あるという 基本認識 を述 べた上で，３つ目 の丸で ，今後もこれ
までの取組 を継続し，児 童・生徒が「基 礎・基本 」を確実 に身に付 けるこ とができる よ
うな教育活 動を推進 して いくことに ついて記 述を しておりま す。
次に，右側４ペ ージでご ざいます。「３ 『 これ からの社会 で活躍す るた めに必要な
資質・能力を目 指した主 体的な学び』を 促す教育 活動の推進」で は，１つ 目から４つ 目
までの丸で ございま すが，本県では，「主体 的な 学び」を促す教 育活動を 全国に先駆 け
全県展開をしていくこと，そのために「課題発見・解決学習」や「異文化間協働活動」
を系統的に 推進して いく こと，一 番下の丸 では，生 涯にわたっ て主体的 に学 び続ける意
欲・態度を 持ち続け るよ うにしてい くことな どに ついて記載 をしてお りま す。
下の「４ 一人 一人の多 様な個性・能力 をさらに 生かし，他者と 協働しな がら新たな
価値を創造 していく こと ができる力 の育成」でご ざいます 。１枚め くって いただきま し
て，５ページ，上 から２ つ目の丸で ございま す。多様な価値 観を受容 し，社会の様々 な
人々と協働しながら，新たな価値を創造していくことができる力を育成していくこと，
３つ目の丸 で，その際に は，一人一人の 多様性を 丁寧に見取 り，ニーズに 応じた指導 を
進めていく といった 特別 支援教育の 考え方を普遍 的なものと して位置 付け，指導の工夫
に取り組む ことにつ いて 記載してお ります。ま た，下から２つ 目では，県 民一 人一人が，
生涯にわたって学び続けることのできる環境の整備が重要であることを記載した上で，
６ページの３つ目の 丸で ございます が，最 後の方に，多様 で厚みの ある人 材層を形成 し
ていくこと を包括的 に記 載をしているところ でご ざいます。
６ページ の「５ 今後 の社会経済 環境の変 化に 対応できる 高度な資 質・能力を有す る
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人材の育成」で ございま す。これは主に 高等教育 に関する記 述でござ いま すが，社会が
求める人材育成や地域に貢献する教育研究の充実を図ることについて記述をしており
ます。
同じく６ページ，「６ 教育上特別な配慮を必要とする児童生徒等への支援」では，
１つ目と２ つ目の丸 でご ざいますが，次 代を担う 子供が健や かに育ち，成 長し，誰もが
充実した生 活を送る 上で 必要な知識・能 力を身に 付 けることが できるよ うに することが
必要不可欠 であるこ と，１枚めくっ ていただ きま して，７ページ，２ つ目 の丸でござ い
ますが，家庭の 状況等に 応じて，経済的 な支援や ，学習面・生活面 での支 援などを適 切
に講じてい くことな どに ついて記載 をしてお りま す。
「７ 教職員 の力を最 大限に発揮 できる環 境の 整備」では，教職 員の資 質・能 力の向
上や，教 員が子供 と向き 合う時間を 確保でき るよ うにするこ となど，教職 員一人一人 の
持っている力を最大限に発揮できる環境の整備に努めていくことなどについて記述を
しておりま す。
次に，８ペ ージでご ざ います。「８ 安全・安 心な学校環 境の構築」で は，２つ目の
丸で，各学校に おける生 徒指導体制 や教育相 談体 制を整備・充実 していく こと，４つ目
の丸では，学校 安全に関 する教育の 推進など によ り，学校におけ る児童・生徒等の安 全
の確保に努 めることなど を記載して おります 。
「９ 学校・家庭・地 域等が連携 した教育 の推 進」について は，２つ目 の丸で，親子
の育ちを応 援する学 習機 会を充実さ せるとと もに，課題を抱え る家庭に 対す る支援の仕
組みづくり を推進し てい くこと，１枚め くってい ただき，９ペー ジでござ いますが，一
番上では，家庭 や地域の 教 育力の向上 を目指し た学 習機会の充 実とコミ ュニ ティの形成
を推進して いくこと，２ つ目，３つ目の 丸で，地 域のコミュ ニティの 形成 や活性化に も
つながる多 様な文化・ス ポ ーツ活動の 場づくり に取 り組んでい くことな どに ついて記述
をしており ます。
最後に【おわ りに】で ございます が，「広島で 学んで良か ったと思 える 日本一の教 育
県」の実現に向 けて，本 県のあらゆ る力を結 集し，一丸となって，本県教 育を力強く 推
進していく という，いわ ゆる「決意表明」という 形で終わる形として おり ます。説明は
以上でござ います。
湯 﨑 知 事： それで は，御質 問等 ございまし たら，ま た後 ほど，議論 の場を設 けさ せていただ きた
いと思いま すので，その 際にお願い したいと 思い ます。それに大 変恐縮な んですけれ ど
も，まず，順番 に，外部 有識者の皆 様方から 御意 見を，最初に 一巡頂戴 で きたらと思 っ
ております。指名をさ せ ていただき ますので，お 願いをしま す。それで は ，最初に朝倉
先生からお 願いをで きれ ばと思いま す。よろ しく お願いしま す。
朝 倉 教 授： 朝倉で す。まず，こ の度，広島 県の教育 のこ れからにつ いて，一 緒に 考える機会 を得
まして，大変 ありがと う ございます。ただ今，示 していただ きました ９つ の点，これら
は１つ１つ 非常に大 事，大切なこと であって，是 非，実現したい 内容だ なというように
受け止めさ せていた だき ました。そ の上で，大き く３点お話 をしたい と思 います。
まず１つ は，項目１の ところでご ざいます。「 乳幼児期に おける質 の高 い教育・保育
の推進」というと ころで ございます 。ここ の最初 の丸のとこ ろに重要 性が 示されると と
もに，３行目に「小 学校 教育へ円滑 に接続し てい くためにも，そ の内容を 充実させて い
く必要があ る」と いう記 述がござい ますけれ ども，これ自 体は大事 なこと だというよう
に思います が，言葉とし てこれが示 されてい った ときに，もしか すると，間違ったと 言
いますか，少し 違ったニ ュ アンスでメ ッセージ を発 することに ならない かな というよう
な危惧を持 ちました 。
と申します のは，２番以 降のところ に，こ の幼小 接続につい ての記述 がな いんですよ
ね。例え ば，初 等教育の と ころにそう いうよう な特 段の記述は ないよう に受 け止めまし
たけれども。そ うします と，幼児教育が 小学校教 育の準備段 階として，小 学校教育が こ
うだから，乳幼 児期には こ ういう準備 をしてお く必 要がありま すねとい うように受け止
められると，本来 の幼小接続，円 滑な接続 とは違 った趣旨に なるので はな いかという よ
うに思った というこ とで す。
どういうこ とかと言いま すと，今，求め られてい る 幼小の円滑 な接続と いう ことの考
え方は，小学校教 育がゼ ロから始ま るのでは なく て，幼児 期までに 子供た ちが既に持 っ
ている経験 や力・知識，そういうも のが十分 にあ ると，それを積 極的に子 供自身が活 か
すことによって，小学校教育に円滑に接続していく，こういうような考え方ですので，
そこのニュ アンスが うま く出るかな，どう かなと いうように，少し 感じた ところでご ざ
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います。こ れが１番 目で す。
２つ目は，項目で言 いますと，２番，３番，４番，初 等中等教育 のところ にな ります。
ここにつき ましては，は じめに，この９つ の項目 がどういう ような構 成で あるかとい う
ことは口頭 でお話は あり ましたけれ ども，文言か らだけでは，２ 番のとこ ろに「初等中
等教育段階 は」というの があります けれども，そ こから以降，そ れが特に なくて，ど の
範囲で言っ ているの かと いうのが少 し分かり にく い感じがし ています。特 にグローバル
という言葉 でありま すと か，「主体的な 学び」あ るいは「学び の変革」，そういうよ う
な言葉がそ れぞれの とこ ろで繰り返 し出てき ます ので，２ 番，３ 番あるい は ４番の関係
と言います か，特 徴，そ れ ぞれの項目 で何を特 に言 おうとして いるのか とい うことが少
しつかみに くい感じ を受 けました。これが２ つ目 です。
３つ目は，今の ２番目の ことにも関 係するん です けれども，全体 の構造で す。この大
綱の全体の 構造です。「 オール広島 県」で進めて いきましょ うという こと はすごく大 事
なことだと思いますけれども，そうであるとすると，特に分かりやすさと言いますか，
明快さと言 いますか，そ ういうのも 必要にな って くるのかなというよ うに 思います 。そ
ういう意味 では，９つが 並列的に並 ぶのでは なく て，何か，例えば，構造 化するとい う
ことが行わ れる，あるい は 項目と項目 との関係 が見 える形にな るといい のか なというよ
うに感じた ところで す。
最初に申し 上げまし た幼 小接続のと ころなど も，大 事なところ を上手く 表そ うとする
と，項目 をそれぞ れ別々 にしていた のでは，そこ のニュアン スという のはなかなか出 に
くいのかも しれないとい うように思 いました。そう いうふうに 考えます と，
【 はじめに】
のところで あるとか，【 おわりに】のと ころの持 っている意 味をもう 少し 拡大すると い
うこともあ るかもし れま せん。
あるいは，９ つの見出 しや形を工夫す るという こと もあるかも しれませ ん。あ るいは，
それらを通 して，これ，最後ですけ れども，全体 の構造を通 して，前回議 論になった よ
うですけれ ども，この「 広島らしさ」と いうのが，もう少し前面 に出ても いいのかなと
いうように 感じたと ころ です。平和であ るとか，そういうこ とについ て，当事者であ る
私たち，子供た ちが力を 育て，力を伸ば し，発信 していくこ とができ るよ うな，そうい
うようなこ とという のは，広島県民に とって極 めて 大事なこと ではない かなというよう
に，私なり に，考え たと ころでござ います。
以上，大事なこ とだと受 け止めつつ，少 し気にな るところを３点，お話を させていた
だきした。以上でご ざい ます。
湯 﨑 知 事： ありが とうござ いま した。それ では，続 きま して，天笠 先生，お 願い いたします 。
天 笠 教 授： それで は失礼い たし ます。先ほ ど御説明いた だいた大綱 の素案と，そ れから資料 １に
記されまし た委員の 方の 御意見等々，拝見さ せても らいまして，全体を 通して の感想を，
まず，申し 上げさせ てい ただきたい というよ うに 思います。
まず１つは，こ の中で「 日本一の教 育県」という，こういうこと を掲げた ということ
なんですけ れども。恐ら く，別に広島県 に限らず，全国の都道府 県におい て，この種 の
ことを立案 する段階 にな った場合に は，それぞれ の 県が自ら日 本一を目 指し てというよ
うな，そういうことを掲 げることは大いに想 定さ れるわけで。ま た，その ことが結果 と
しては，この 国全体の 教育 の水準を維 持してい く，引 き上げてい くという 意味 において，
私はすごく 意義があ るこ とだという ように思 って おります 。そうい う中で ，広島県が日
本一を掲げ るという 意味 は，ただ 単なるス ローガ ン的な，そういう ところ にとどまら ず
に，実質をどれ ほど確保 するかどう か，また，確 保していた だくこと を期 待したいと い
うか，願 いたいと いうような，そ ういう思 いを私 はこの言葉 から受け 止め させていた だ
きました。
振り返って みますと，や はり，広島県は そういう 歴史的な位 置付けと か，実相とかを
お持ちの県 の１つで ある ことは間違 いないわ けで 。ですから，そうい う歴 史の流れ，踏
まえからす るならば，こ ういうこと を掲げて も，何て言うん でしょう か，ただ単にス ロ
ーガンじゃ なくて，歴史 経 過があって のそれな んだ なというこ とを教育 の関 係者の方な
らば，少なから ず，その ことを，私は，受 け止め られるんじ ゃないかとい うように理 解
しておりま す。そういう 点で改めて，こ の日本一 を目指して いただく とい うこと，そう
いう実相を創り出していただくというようなことを目指していただければと思います
し，及ば ずながら 何かお 力添えでき ることが あり ましたらと いうよう に，そんなふう に
思っている わけです けれ ども。
私の捉え方 としては，こ の国は一極 だけで高 まる ということ よりも，二極 必要とする
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ような，そういう 認識を 持っていま す。俗 に言う，西の何 とか，東の何と かという，車
の両輪で互いに，そういうピークを競い合いながら，全体として動かしていくという，
そういうと ころで，古く は，例え ば，大 正自由主 義教育のと きには，東の 千葉とか ，西
の奈良とか，師 範学校の 時代にそれ がありま した し，いろいろな ものを，この国にい ろ
いろな施策 を作って いく ときに，東西ある いは南 北，そう いう拠点 を設け ながら進め て
いくという ような，そ うい う姿を見る ことがで きる わけで。正に そういう 意味 で言うと，
１つの，こ の 21 世紀の ， この先の， この国の 教育 の充実を図 っていく とき に，広島県
がそういう お立場で リー ダーシップ を取って いた だくとか，担っ ていただ く とかという
ことを，是非，進めてい ただきたい なという のが，全体と しての ，まず ，思いであり ま
す。
その上で，そう すると「 広島らしさ」と いうのが，どの関わりで 出てくる のかなと思
いまして。一体，ど ういう 形でという ことです けれ ど。学力を しっかり したも の，基礎 ・
基本を含め てとか，ある いはグロー バル社会 に打 って出る，そう いう基本 的資質・能力
とか，それぞれを育てていくとか，あるいは，正にそういう育てられる過程において，
広島の地に おいて学 んだ，そうい うお一人 お一人 の人生の来 歴と言うんで しょうか ，と
いうのが刻 まれるとかと いうことに おいて，広島 県 の存在をし っかりし たも のにしてい
こうという，これ が全体 の素案とか 趣旨で，それ ぞれ分かる というこ とで ありますけ れ
ども。
その上で申 し上げさ せて いただきま すと，例えば ，大綱の素案 の１から ９ま でという
ことなんで すけれど も，このレベル で見る限 りに おいては，広島 県だけで はなくて，ど
の県におい ても，恐らく ９本の柱は 挙がって くる のかなとい うように，挙 げられるの か
なというよ うに思い ます 。ただ，この９本 の柱の ところで「広島 らしさ」を出しちゃ う
と，かえっ ていろい ろな意味で難し さが，今 度出 てくるのか もしれま せん 。
というのは，全 体として，総論として，こ の柱の 重要性とい うか，意義付 けるという
ことで，取りあえず，この９本の柱を，これを前提にしたときに，中の各論というか，
それぞれの 記述の中 にど れほど「広島ら しさ」を とどめよう とされる のか，どうなのか
という，そうい う視点で 捉えたとき に，もう少し ，私は書き込ま なくちゃ いけないと こ
ろ，ある いはこの 文章の 基盤になっ ている部 分を もう少し持 ち上げて，こ のところに 記
入していた だかなく ちゃ いけないと ころがた くさ んあるのか なと思っ てお ります。
要するに，この１ から９ までのそれ ぞれ各論 で丸 がいくつか 付いて，それ の説明の文
章がありま すけれど も，この先に，だか ら，どう いう施策が 展開され るの かという，そ
の一端をこ このとこ ろに 記してもよ ろしいの かなというよう に思いま す。そ ういうこと
が，かなり，それ ぞれの 柱で煮詰ま っている 施策 もあれば，まだ，これか ら御検討い た
だく施策等 々もある かと いうように 思います けれ ども。そういう ところで と いうことで
すけれども，そ の点に関わって，私の方 から３つ ，これらのこと をどのレ ベルで挙げ ら
れるかどう かはとも かく として，御検討 いただき た いことを申 し上げさ せて いただきた
いと思いま す。
これは前の有識者会議とかでも発言させていただいたことと重なる部分もたくさん
あるんです けれど。まず １つ目は小 中一貫教 育，学校の接続 の部分に なる のかもしれ ま
せんですけ れども 。御承 知のとおり，来年 の４月 から義務教 育学校が 制度 化されると い
う，そういうと ころに来 ているわけ ですけれ ども。私の認識です と，この 制度化に至 る
過程におい て，広島県と言うべきな のか，あるい は県内市町 村，広島県内 の市町村教 育
委員会と言 うべきな のか，それがかなり，私 は，大 きな役割を 果たした とい うことは間
違いないん じゃない かと いうように 思ってお りま す。
ですから，今般 の国にお ける義務教 育の制度 化と いうのは，言う ならば，その制度化
に向けて広島県の市町村教育委員会が果たした役割というのは大変大きなものがある
と。ついては，それ をし っかりとこ の大綱案 の中 に位置付け て，その継承 と発展とい う
ことを目指 すという こと が大切なん じゃない かと 。要する に，義 務教育の 制 度化におい
て，広島 県はその 先導的 役割を既に果たして いら っしゃるわ けで，その再 確認と更に そ
れを発展さ せるには 何を どうしたら，その 役割を 果たせるか どうか ，そう いう視点で 見
ていただけ ればと思 いま すけれども。私 も全国津 々 浦々見てい るわけじ ゃな いんですけ
れども，やはり，小中一 貫，ここまで持 ってきて いるに当た って，広島県 内の動きと い
うのは，やはり大きなものがある，繰り返しますけれども，あるんじゃないかという，
これがまず １つであ りま す。
それから，次 は２点目 ですけれど，ど こにどう いう形で書 き込んだ らい いのか，どう
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なのかが，ちょ っとまた後で，逆に御指 摘いただ いても良いかなと思 うの は，中山間地
域の小規模 校，別 に小規 模校だけじ ゃなくて いい んですけれ ども，そこに おける教育 の
振興と言う んでしょ うか，ということに ついてな んですけれ ども。今，こ れは別に広 島
県だけじゃ なくて全 国的 に各地で，いわ ゆる中山 間 地域におい て人口減 少が広がってい
るというこ とで，広島県 も 例に漏れな い１つで ある んじゃない かという よう に思ってお
ります。
そういう中 で，少しその辺りのとこ ろを見て みま すと，いわゆる，中 国山 地を抱えた
中山間地域 の，この地 域 等々と，また，言うなら ，北海道です とか，東北 ですとか，そ
れぞれ地域 的な事情，条 件が随分違 っていま して 。私の認識して いるところですと，こ
の中国地方 の中山間 地域 というのは，むしろ ，こ れから 21 世紀 の先を見 据 えたときに
１つの先端 的な中山 間地 域になり得 る可能性 を秘 めているん じゃない かと 。
事実，いろいろ な，それ の地域の再 生とか，展開 という場合 に，この地の いろいろな
取組とかと いうのが １つ の発信源に なってい ると いうことは，いく つかの 著作とか ，そ
ういうのを 見ると見 えて くるという ようなこ とで，それをどう いうふう に県 の大綱の中
に位置付け ていって，１ つ の教育の定 義できる もの というのが あるんじ ゃな いかと思い
ますけれど も。
私は，そ の１つが 高等学 校の位置付 けとか，在り 方というよ うなこと がそ れだと思い
ますけれども。言うならば，小学校と中学校，あるいは幼稚園，保育園等々も含めた，
その地域丸 ごとの教 育的 なシステム の展開の 中に，高等学 校を１つ の頂点 とした，そう
いう教育の在り方と いう ように考え た場合に，高等 学校におけ る，そのパ イロ ット的な，
先導的な役 割をした，そ う いう取組等 々という こと を挙げてみ たらいい んじ ゃないかと
いうように 思いまし た。
最後になり ます。教員の，先生方の資質・能力に 関わってく るという，そ ういう点に
おいては，７の ところに 位置付くの かなとい うように思いま したけれ ども 。それは，広
島県で教職 のお仕事 に就 く人をどう 育ててい くの か，養成してい くのかと い うような点
であります。言 うならば，広島の子供た ちを育て ていくとい うことに おい ては，広島県
でそのお仕 事をされ る，そういう人 をどう育 てて いくのかと いうのは，諸 般の事情か ら
すると，私の認識 ですと 都道府県単 位でかな り考 えていかな いと，策を持 っていかな い
と，いろいろ なプラン はあ るんですけ れども，素 晴ら しいプラン はあるん です けれども，
実質的にそ れを担う 人が 非常に脆弱 な状態に 置か れていたり なんかと いう 。
御承知のと おり，国は教 員養成とい うことに 対し て，非常 にダッチ ロール のような状
況になって いるとい う，こういう現 状があっ て。どういう形で次の時 代の 教職を担う 人
を育ててい くのか，どう なのかとい うことを，そ れぞれの地 において，そ れぞれ考え て
いかないと，その 辺りの とこがすっ ぽり抜け 落ち る。ある いはどこ かで養 成していっ た
ものを，何とかこ こに持 ってくれば，それ で事柄 が済むとい うような こと にならなく な
りつつある んじゃな いか ということ で。
そういう点 からする と，高等学校か ら大学，そし て教員養成・採 用という，この辺り
のところを もう一度見つ めていただ く，あ るいは 県と私立大 学とか，県と 国立大学で す
とか，そ ういう大 学間の，この地にお ける教師 をど う育てるか というこ とに ついての検
討というこ とも，この中 の １つに位置 付けてい かれ たらいかが かなとい うように思いま
す。長くなりま したけれ ど，私の方から は以上と いうことに させてい ただ きます。どう
もありがと うござい まし た。
湯 﨑 知 事： ありが とうござ いま した。それ では続い て， 今井先生， お願いを いた します。
今 井 教 授： 今井で ございま す。 私も，この ような機 会を いただけた ことを大 変あ りがたく存 じて
おります。読ませていただきまして，私は，これ，非常に全般的にバランスが取れた，
素晴らしい 大綱では ない かというように思い ます 。皆様方の，本当 に，よく お考えにな
った御努力 が，非常 によ く分かるも ので，特 に，２番，３番 ，４番 ，８番 ，この辺り は
割と国でも 言われて いま すし，どの ような県 でも考 えられてい ることだ と思いますけれ
ども，こ の大綱の 中の重 大項目とし て，１ 番，６ 番，７番 をあえて 入れて，スポッ トラ
イトを当て たという こと は，非常に 意義があ るの ではないか なと思っ てい ます。
その上で，朝 倉先生も おっしゃっ ていたん です けれど，この１ 番から９ 番，どれも大
事だと思い ますけれ ど，そ の間の，それ をつなぐ コン セプト，その つなぐコ ンセ プトと，
具体的にどういうふうに，これを実現するのかというところを一番最初の【はじめに】
のところな どで，もうち ょ っと明確に分かりや すく 打ち出して もいいの では ないかなと
いうように 思いまし た。
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それぞれの 項目で書 いて あること，非常 に素晴ら しいと思い ますが，やは り，もう少
し具体的にどういうことをするのかということがイメージできるような書きぶりにで
きたら，更にいい なと思 います。例えば ，３番の「主体的 な学び 」という のが大事だ と
いうのは，今，文科 省で も言ってい ますし，一番 大事なとこ ろではあ ると 思いますけ れ
ども，本 県では ，この「 主体的な学 び」を 促す教 育活動を全 国に先駆 けて，全県的 に展
開するとい うように 書い てあります が，ここのと ころ，特にどう いう工夫 をして，他の
県とどうい うところ が違 うような先 進性を持 って やっていく のかとい うと ころは，是非，
お書きいた だければとい うように思 いました 。
項目４番の ところで，割 と 中に埋もれ てしまっ てい るような形 で非常に 大事 なことが
書かれてい ると思い ます。これは５ペー ジの丸の下から２番 目なんで すけ れども，「多
様で厚みのある人材層の形成のためには，学校教育での取組に加え，県民一人一人が，
生涯にわた って学び 続け ることので きる環境 を整 えることが 重要であ る」と いうように
書かれてお りまして，私 は，これは実は，こ の１ から９をつ なげる一 番大 事なコンセ プ
トなのではないかなとい うように，個人的に は思 っておりま す。
というのは，「主体的な学び」が大事，何々が大事と言ったときに，それを，ただ，
県が行政の方で大事 だと いうように 打ち出し ても，県民の方の 認識がつ いて こなければ，
そういう理 解がなけ れば，「学校ではそうか もし れないけれども，うちの 子は塾にや ら
せるわ」みたい な，そう いうふうに なってし まう わけです。認識 の共有を 先生方だけ で
はなく，教育に携 わる方 だけではな くて，一般の 市民と共有 するとい うこ とが非常に 大
事で，そのため のいろい ろな仕組みが大事な ので はないかな と。やはり，県民一人一 人
の方が自分 もずっと 学び 続ける事が 大事で，教育 は子供だけ ではなく て，自分が学び 続
けることが 大事だと いう ような，そういう 認識を 持てるよう になれば，お のずと子供 に
対する教育 観という のも 変わってく ると思い ます し，「主体的な学び」の 大 事さという
のが，字 面ではな くて，自 分の腑に落 ちた形で 分か ってくるの ではない かなというよう
に思うので，こ このとこ ろを，是非，全体を つな げるような 要素とし て強 調していた だ
きたいなと いうのが 私の お願いでご ざいます 。
その上で，７番 も，あえ て「教職員の力 を最大に 発揮できる 環境の整 備」というのを
項目の１つ として入 れていただいた のは，とても あ りがたいと いうよう に思 っているん
ですが，やはりこ こでも，教職員一人 一人の持 って いる力を最 大限に発 揮で きる環境の
整備に努め ていくと いう ような，割と理 念的なと こ ろにとどま っていら っし ゃいますが，
これをどういうふうにするのかというのは，もうちょっと具体的にお考えいただいて，
書いていた だくとい いん じゃないか なという よう に思ってお ります。
これも，先ほど，私も申 し上げまし た「認識」と いうことと 非常に関 わっ てくるんで
すが，「日本の 先生は，世界一忙し い」という よ うに言われ ています。や はり，先生た
ちが何より も大事な のは，先生た ちが授業 に対し て，非常 にプロ意 識を持 って勉強す る
時間があると。プロ意識を持って，どうやって教えるかということを考えるとともに，
やはり専門 性も持っ てい ただきたいというよ うに 思います 。それは，教育 と いうことに
対する知識，全般 的な知 識もそうで すし，例えば ，中学 ，高校な んかでし たら，自 分の
教科に対す る専門性 もそ うです。
欧米の国，特に ，私 ，ス イスの学校 と大学と，ち ょっと交流 がありま して，スイス の
高等教育で すね，中高の 先生たちと もお会い して，実際に 授業なん かも拝 見させてい た
だきました けれども。ス イスの考え 方という のは，教員一 人一人が プロフ ェッショナ ル
でなくては いけない とい うような考 えの下で ，熟 達者，２ つの意味 での熟 達者でなけ れ
ばいけないと。１つは，やはり教育ということ。人がどうやって学ぶかということを，
その仕組みがきちん と理 解できてい るプロフ ェッ ショナルで なくては いけ ない。それか
ら，自分の 専門の分 野に 関してのプ ロフェッ ショ ナルでなく てはいけ ない と。
それが一番 大事な理 念と してあって，そ の下で先 生 たちのそう いう時間 の確 保ですね，
そのために 先生たち が自 分で研鑽を積めるた めに ，何年かに 1 回は，例え ば，大学院に
行って，それは義務的なものというよりは，大学院に行って，きちっと勉強し直すと，
その専門分 野を勉強し直 すとか，教育に 関しての 非 常に先端的 な内容を 勉強し直すよう
な機会もあ りますし，そ れから，授業が 終わった 後も，時間も大 きく確保 できている と
いうような，そ ういうと ころ，やはり，先 生がプ ロ意識に徹 して，それは 認識という こ
ととも非常 に関わっ てく ると思いま すけれど も。
先生一人一 人が非常 に誇 りを持って，プロ 意識に 徹すること ができる とい う，そう い
うことがと ても大事 なの ではないか なと思っ てお りまして 。やはり，今の 日 本はそこが
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欠けている のかなと思い ます。その辺り を広島県 が 何とか先鞭 をつけてお願 いをできれ
ばなという ように思 って おります。
私も長くな りました が，一応，これ で終わら せて いただきま す。
事： ありが とうござ いま した。それ では，続 いて 金子さん， お願いを いた します。
長： 金子で す。先生 方に 続いてお話 をすると いう ことで，正 直，何を 話そ うかという よう
に思って，今日はやって参りました。私は，教育の方の専門家ではありません。ただ，
乳幼児のお 母さん，ある いは子育て 支援のと ころ でずっと関 わって参 りま したので，あ
くまで県民 の一人と して，教育を受ける 側の視点 の方から，少し これを見 てみたらど う
かなという ように思 って，今日はや って参り まし た。
説明を最 初に受け たと きに，い くつか，ちょっ と 質問をさせ ていただいた りとかした
んですが，質問はま た後でさせてい ただいて もよ ろしいでし ょうか。
事： はい。
長： では， 先にこれ を見 せていただいたとき の感 想，あるい はちょっ と感 じたことな んで
すけれども。最 初，この９ つの項目を 見せてい ただいたときに，素 晴らしい な というか，
全く突っ込 みどころ がな いというか，こう いうも のなんだな という，ただ ，そうい うふ
うに思いま した。ただ，これ，逆 に整いす ぎてい て，広島 県ならで はとい うのは，この
中で一体ど こなんだ ろう というのは，正直な とこ ろ思いまし た。広島 県の 教育のいろ い
ろな状況と か，そ ういう ものに詳し くないか ら，また，そ ういうふ うに感 じたのかも し
れないんで すけれど も。県民，私と 同じよう に子 育てをして いる人た ちがこれを見た と
きに，じ ゃあ，「広島 ら しさ」っ てこの中 で一体何だろう ，よその 県とど こが違うん だ
ろうという のは，ち ょっ と感じられ るのじゃ ない かなと思い ます。
その中で ，私は 先ほど も申し上げ ましたよ うに，乳幼児 の親御さ んとの 接触が非常 に
多いので，一番 関心のあ るところは，１ 番の「乳 幼児期にお ける質の 高い 教育・保育の
推進」というと ころです 。こういうもの が大綱の 中に挙がっ てくると いう こと自体，非
常にうれし いことで もあ りますし，これに よって 自分の子供 たち，あるい は周りの子 供
たちもより 良い教育 が受 けられたら なと思い ます 。
ただ，内容を 読んでい くときに，子供 に対して どんな教育 が必要か，ど んなふうに 関
わっていけ ばよいか とい うようなこ とは結構 書い てあるんで すけれど も，乳 幼児期に一
番子供に接する機会が多い親に関しての記述がちょっと少ないのじゃないかなと思い
ました。子供の育 ちに対 して，や はり親の 関わり というのは 非常に影 響と しては大き い
と思います し，親の 方も 関心の高い ところで もあ ります。
今の実際の ところの お話 をすると，子供を産んだ ばかりのお 母さんた ち，乳児さんた
ちの保護者 の皆様は どう いう感じで 子育てを して いるかとい うと，はっき り 言って子育
てに自信が ないとい うように言われ る方が多 いで す。いろいろな 情報を，たくさん，今
は昔と比べ れば出て きて おりますけ れども，逆に 情 報が多いだ けに何を 選ん だらいいの
かというよ うな辺り，そ れから失敗 をしたら いけ ない，良 い子に育 てたい というプレ ッ
シャーはか なり強い で す か ら， 正 し い 子 育 て と い う と こ ろ に 目 が 行 く ん だ と 思 い ま す 。
そうなって きますと，一 体どういう ふうな流 れに なっていく かという と，正しい教育
をしてくれ る機関に 頼り たい。具体的に 言います と，例えば，オムツ を外 すというよ う
なことに関 しても，結構 ，親としては非 常にナー バスになっ たりする 部分 なんです。子
供に嫌な思 いをさせ たく ない，自分も気 持ちよく 子 供に接した いという こと があるんで
すが，それがう まくいか ない，どうして いいんだ か分からな い。じゃあ，保育園にお 願
いすればい い，あ るいは 幼稚園に入 ってから でも 大丈夫らし いから，幼稚 園の先生に 適
切にオムツ をとって もら えばいいじ ゃないか とい うような，ちょ っと極端 な 話でもある
んですが，そうい うふう な感じで，専門家 に任せ てしまえば いいとい うような感覚に な
ってしまい がちなと ころ があります 。
乳幼児の親 御さんた ちの 今の動き，早期教 育に非 常に興味が あって，少し でも良い教
育を子供た ちにさせ てあ げたい，与えて あげたい と いうような 気持ちが あっ てやってい
ます。通信教育，あ まり よろしくな いよ，テレビ を見せるの もどうな んだ かというよう
に周りでは 言われま すが，ビデオ とかテレ ビとか，そういうも のが子供 に良 い教育を与
えてくれる というよ うな，あるいは通信 教育なん かで言えば，こ れをやっ ていれば，子
供たちが清潔に手を洗うことができるようになるよとかというのを上手に教育してく
れる，そ ういうふ うなも のがありま すから，どう してもそち らの方へ 頼っ てしまうと 思
います。そうなっ てきま すと専門家 にどんど んお 願いをして しまう 。自分 と子供との 関
係性という ものがだ んだ ん薄くなっ ていく。
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ちょっと人 に聞いた 話な んですけれ ども，最近 です 。ちょっと幼 児とは違 うん ですが，
特別支援学 校に通う 子供 たち，終 わった後に，い ろ いろなデイ サービス の車 がお迎えに
来られるそうです，学校の前に。学校が終わった後に，デイサービスに行ってしまう。
また，デイサー ビスが終 わった後に，違 う習い事 に行く。そうい うふうな形で，親が 専
門家に任せ ることが 一番良いという ように思 って しまい，子供と直 に接し て，親が 子供
を見ていくという機会が減ってきているんじゃないかというように聞くことがありま
す。
これは乳幼 児の親御 さん にも言える ことなん じゃ ないかと思いますけ れど も，いろい
ろな教育を与えて，より良い育ちをというように専門家の方たちがいろいろな関わり，
あるいはいろいろな教育の仕方というものを出してこられるのは非常に良いと思いま
すが，長 い目で見 たとき に，やは り子供の 育ちと いうのは親 が一番よ く知 っているこ と
でもあり，親が一番 影響 を持つこと だという よう に私は思っ ています 。
ですから，ここに いろい ろなメニューが盛り 込ま れるという のは，もちろ ん良いこと
なんですけ れども，じゃ あ，親な しでそう いうも のを考えて いってい いの かというと こ
ろが非常に 疑問を抱 いて います。もちろん ，そう い うふうな流 れにはな らな いんだろう
なというようには思いま すけれども，大 綱の中に ，親あるいは保 護者，子 供の教育に 直
接的に関わ るものに 対し ての支援，あるい はサポ ート，そ ういうも のがこ こへ少し見 え
る形にして いただい た方 が，乳幼児期に 関しては良 いのではな いかなと いう ように感想
を持ってい ます。
それからも う１つ，「広 島らしさ」と いうとこ ろ で，よく聞く「 平和」と いうような
言葉なんで すけれど も。最初の資料 １の意見 のま とめのとこ ろにもあ りま すし，大 綱自
体の【はじめに】の説明 にもそうい うものが 入っ ているんで すけれど も，平和の捉え 方
というのは，一 体ここで は どういうふ うに捉え られ ているんだ ろうなと いう のを思いま
した。
私は広島で 生まれて 育っ たので，平和教育 という のは小さい 頃から受 けて います。こ
れはどちら かという と，戦争とか ，そうい う紛争 に関するよ うなとこ ろの 平和教育だ と
思っている んですけ れど も。平和という のは，誰 もが命を脅 かされる こと なく，安心し
て生きてい くこと，そう いうことだ と思います。だから，戦争だ けではな くて，子供 た
ちがそういう命の心配をすることなく，安心して，その場所で生きていくということ，
そういうも のを保障して あげるとい うのが，教育 の １つの大き な役割だ と思いますけれ
ども。
そうしたと きに，最近，よく聞くの が，命を脅か されること がないと いう ことは，食
べていける，住むとこ ろに 困らない，そ して病気 があ ってもちゃ んと治療 が受 けられる，
そういうふ うな辺りの基 本的な成長 に関するもの だとか，基本的な 衣食住 だとか，それ
から，義務 教育，こ れも 大きなとこ ろだと思 いま す。
今，高校教育の 方も，も う当たり前 のように皆通 っています ので，そうい うものも大
事な子供た ちの成長 に関 わるところ だとは思いま すけれども。今，貧 困の 問題とか，あ
るいはシン グルマザ ーの 子供たちが 非常に大 変な 思いをしな がら，育って い るというよ
うな話もよ く聞きま す。この中では，大 きく捉え られて，「教育上 特別な 配慮を必要 と
する児童生 徒等への 支援」というよう な形で書 き込 まれている のかなと は思いますけれ
ども。
広島が平和 をキーワ ード に何かして いきたいとい うように考 えられる ので あれば，子
供たちが安 心して命 に脅 かされるこ となく，貧困 に苦しむこ となく，教育 を受けてい け
るというよ うな中身 のも のを，ここの中 に入れて い ただくのも １つの在 り方かなという
ように，私 は考えて いま す。
あとは，文章につ いてあ れこれ言え るような 立場 でもないの で，質 問があ るんですけ
れども，また，これ は後 ほどお聞か せいただ けた らなという ように思 って います。以上
です。あり がとうご ざい ました。
湯 﨑 知 事： ありが とうござ いま した。それ では，本 田先 生，お願い をいたし ます 。
本 田 教 授： 既に各 先生方が 非常 に充実した コメント を出 されました ので，そ れと 重なること も少
し言ってし まうんで すが。私も，何人か の先生が おっしゃっ たように，ま ず，最初の印
象は，これ，ものす ごく御 苦労されて作ってい らっ しゃるなっ ていう感 じが したんです
ね。ただ，大綱と しては ボリューム の多い方だと 思いますし，非 常に苦 心 されて文言 を
選んで，整えら れたんだ ろうなと，首相 の談話以 上に大変だ ったんじ ゃな いかなと想 像
したりした ことは，まず ，最初に申 し上げた いん ですが。
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その御苦労 の果てに，非 常に，む しろ分か りにく いものにな ってしま って いるかなと
いう感じが してしま った ということ がありま す。繰 り返し同じ ような表 現が 出てきてい
るところも あれば，ある いは関係が 明示され てい なくて，だから，こ れと これはどう 両
立していく んだろう とい うところも ありますし。
また，項目 によって 書き 込まれてい る分量に も，ち ょっと多い 少ないが あっ たりして，
その辺りの 整理がも う少 しできるん じゃない かな と，まず， 読みなが ら思 いました。
と言いますのも，今日は ど ういうふう に御意見を申 し上げよう かなと思 って 来たんで
すが，１つは，私は これ まで主張し てきたよ うな，いろいろな持 論として の教育はこ う
あるべきだという意見を申し上げることも，もちろん，できるんですけれども。多分，
絵空事，こ の素案に とっ て必要ない じゃない んじ ゃないかと 思ったん です ね。
そうではなくて，私にできることというのは，日ごろからやっております，例えば，
学生たちと か，い ろいろ な論文指導 みたいな 。あ るいは他の もうちょ っと テクニカル な
ところでの 御提案を した方が，多分，こ の御担当 者 の方にとっ ては良いのか なと思って，
今日来まし た。
主にそちら寄りの話 をし ますと，これ が非常に 複雑 かつ構造が 見えにく く，重 複した，
若しくはバ ラバラな 感を 持ってしま っている のが，それは 実際，教育なる も のがそれだ
け複雑性を 持ってい るか らなんです けれども。こ こには各項 目におい て，教育に関わ る
複数の軸，若しく は側面が非常に絡 まり合い なが ら，どれ かが浮上 するよ うな形で出 て
きているん ですね。
そのいくつ かの軸，若し くは側面と いうのは，ち ょっと今，仮に 申し上げ ますと，第
一に，私が思う ところで，今，７つぐらい ありま す。７つぐらい の方向性 や側面が複 層
してしまっ ていると。そ の７つとい うのは，１つ はどういう 空間の範 囲を にらむかと い
うことなん ですね。その場 合に，やは り，今回 の広島 県の大綱と しては，「広島 らしさ」
という，県として，県と いう空間を，まず 最も重 視し，か つ，そ れが日本 やあるいは 世
界やという ところに，ど う 関わってい るかとい うこ とを示して いくとい うこ とが必要だ
と思います 。
にも関わら ず，この中に は「広島らしさ」と いう ことが繰り 返し書か れて いるんです
けれど，具体的 に「広島 らしさ」とは何 だという ことが何か 御配慮が あっ て控えてい ら
っしゃるのかもしれないんですけれども，明確に打ち出されていないように思います。
これについ ての朝倉 先生 とか，金子さ んとかも おっ しゃいまし たけれど，
「 広 島らしさ」
って結局何 なんだと いう ことが，読 者にとっ て見 えない。
潜在的な形で何か所 か出 てきている ものを改 めて 取り出せば，「広島 らし さ」という
のは，少なくと も，これ で全てでは ないけれ ども，１つは平和や 愛は，平 和というこ と
をにらんで，世界の１つの中心地としての広島という意味を持っているということが，
１つですね。平和， 世界 ということ が１つ。
もう１つは，深 い歴史や 文化，あるいは スポーツ という，県内で 非常に盛 んな文化的
な側面を持 っている とい うことが２ つ目。
３つ目が，現在の 大綱素 案に現れて きていな いん ですけれど も，広 島は誰 の目にも明
らかなのは，中 国地方あ るいは中国 四国地方，あ るいは西日 本の，産業的 な１つの核 だ
ということ です。この産 業面で，広島と いうのは 第一次，第二次，第三次 の全てにわ た
って，非常に重 要な存在 であるとい うことが，ち ょっと今回 の大綱に は，まだ後ろに隠
れてしまっ ていると ころ があります 。
つまり，私が見るところ，「広島らしさ」というのは，今，申し上げた平和，文化，
産業という，この３つは少なくともあるでしょうし，これを打ち出したからといって，
誰かに何か 文句を言 われ る筋合いの ものでは ない と思います。こ れは確か な ことだと思
います。
この３つの 核をにら んで，これが「広島 らしさ 」として，取りあえ ず考え ていく。い
や，それ だけには 限らな いけれども という保 留を 付けて，広島とは こうい う場所とい う
ことを，まず最初 に明示 していただ いて，でも，その「広 島らしさ 」を追 求するため に
は，という ことで話 を進 めていかれ たらどう かと 思います。
すみません，私，ものす ごく話していますけ れど ，これ，７つのう ちのま だ１つ目で
す。
２番目が，今，空 間のこ とを申し上 げました けれ ども，２つ目が 時間とい う，人のラ
イフステー ジという か，ライフコー スに関し て，教育段階も それに応 じて 進んでいき ま
す。就学 前教育，初等 ，中等，高 等，そ して生涯 教育という ように進 んで いくわけで す
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けれども。それを 貫く，あ るいはこの 課題にと って は特に教育 段階で重 要であるといっ
たような，この段階 の不 足面が２つ 目ですね 。
３つ目が，一体 誰が重い責任を担う のかとい うこ とで，当然，教育機 関と いうことが
挙がってく るわけで すけ れども。この大綱 の中に はそれ以外 にも地域 や学 校や，あ るい
は様々な部 局やとい うこ とで，誰 が主体と してや るのか，あるいは 誰がと いうことで な
くて，オールで やるんだ ということ も書かれ てい るわけです ね。どのよう に，どういう
主体がどの ように担って いくのかと いうこと が，これが３つ 目ですね 。
４つ目が，教育の 方法や 内容の側面 ですけれ ども。これが 現在の大 綱の２ から４に当
たるところ で，「基礎・基本」と「主体性」と「 多様性」という，こ の３ つが教育の 方
法というか，理念と いう か，として あってい ます 。それが４ つ目です 。
５つ目が，今，１ ，２，３，４と申 し上げた もの は，どちら かという と，これから組
み立ててい く上で，ポジ ティブな方 向なんで すけ れど，目 指す方向 という ことなんで す
が。片や ，今 ，広島 や，あるいは日 本全体や，あ るいは世界 も抱えて しま っているか も
しれない大 きな課題 とい うことがあ ります 。それ は１つは，格差や 貧困の 拡大であっ た
り，あるいは日 本で言え ば，地方の人口 減少や地 方再生とい う課題で あっ たり，あるい
は全ては不 透明化，流動 化していく，先の 見えな いような状 況がある とい うことなわ け
で。これを克服 しつつ，この課題に 対してア タッ クしていく ためにも，こ れが必要な の
だという，そういう 書き 方は必要に なってく ると思います。 これが５ つ目 です。
６つ目は，先生方 からも 御意見があ ったんで すけ れども。これまで やって きているこ
と，ずっと取り組んできていることと，国や他県でもやっていること，国や他県が今，
取り組もう としてい るこ とと，で は，広 島が独自 に 何をやろう としてい るか ということ
も，これも 混在して いる んですね。
例えば，項目の ２などは，非常に分かり きったこ とというか，当 たり前の ことのよう
なものです けれども。他 の項目では，も っと広島 の独自性が 打ち出さ れて いて，そこが
非常に整理 されてい ない ので，分かりに くいと。あるいは項 目によっ ては，例えば，国
や他県で提唱されていることが言及されていない，なぜだろうと思うこともあります。
例えば，７や ９に関し て は，今，文科省 が「チー ム学校」とい うことを 奨 励，推進しよ
うとしてい ます。まだ，おぼつかな いんです けれ ども，教員の負 担の軽減 や，あるいは
家庭を支え るために も「チ ーム学校」と いうこと が言 われているわけなん です けれども，
それは全く ここでは 言及 されていま せん。そうい う意味では，む しろ，国 や他県での 推
進よりも遅 れてしま って いるかもし れない点 すら，ちらほ ら出てき ている 。その辺りが
非常に心配 な感じが しま す。これが 第６点目 です 。
第７点目が，書い ていく ときに非常 に抽象度 の高 い方向性な のか，あるい はもっと具
体的な策な のかとい うこ とについて も，項目の中 に はむらむら に出てき てい るような感
じがありま す。天 笠先生 とかもおっ しゃいま した けれども，具体的 にどん な施策なん だ
ということ が，ち らっと 書かれてい たり，あるい はほとんど 書かれて いな かったりす る
辺りも，む らがある とい うことで。
この７つの 軸ですね，７ つの軸が割 と恣意的 に各 項目におい て，触 れられ たり触れら
れなかった りしてい ると いう，この混乱 をどう整 理 していくべ きなのか とい うことを考
えたときに，これ は単な る提案です ので，却下し ていただい ても構わ ない んですけれ ど
も，項目 の組替えという ことが，必要にな ってく るかもしれ ないとい うように思って い
ます。例 えば，今，申し 上げたのは ，７つ の軸に 則して項目 を立てて いく とか，と いう
ような整理 の仕方を した方が，県 民にパッ と見て 分かるよう なものに する ためには，必
要になって くるかも しれ ないと思い ます。
本当，ごめんな さい，た くさんしゃ べってい ますが。あと，分量的 に非常 に少なさが
目立つのが，項 目の５の ところです。こ れは，高 等教育に関 わるとこ ろな んですけれ ど
も。これ からの「広島ら しさ」や，ある いは日本 の課題に応 えていく ため には，高 等教
育というの はものす ごく 重要なポイ ントなん です けれども，なぜ か非常に こ こだけ書き
込みが痩せ ていて，大変 残念な思い がします 。
高等教育に 関しては，例 えば，県内高等 教育機関 の交流や連 携である とか，県内の高
等教育機関が共通で利用できるようなプラットホームを検討して整えていくことが必
要であると か，あるいは質保証のた めのチェ ック や組織改革 というこ とは，今，国全体
で進んでい ることで すし，あるい はリカレ ント教 育ですとか，ある いは産 学連携によ る
PBL（ Project-Based Learning） み た い な こ と は ， 主 体 的 な 経 済 財 政 に は ど う し て も 必
要ですし 。更には 歴史や 文化など「広島ら しさ」を充実させ るために は，今，文科 省が
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攻撃してき ている人 文史 は，むしろ 必要だと かで すね。
いろいろなことが高 等教 育に関して は，書 き込ま れるべきだ と思いま すが，あまり に
も，今，紛糾してい る事 柄だからな のか，ちょっ とすごく抑 制的な書 き方 をされてい る
ことが，これで は広島の 高 等教育を守 りきれな いん じゃないか というこ とが 心配になっ
てしまうよ うな印象 です 。
ごめんなさ い，ごし ゃっ と申し上げ ました。以上 です。
湯 﨑 知 事： ありが とうござ いま した。各委 員，大変 たく さんという か，しっ かり と御意見を いた
だいて，本当 にありが とう ございます。最後，本 田先 生の御指摘 のところ は，多 分，我々，
縦割りが克 服しきれ てい ないのかな という感 じが 正直ござい ますけれ ども 。
それでは，ここ からは，全 員で議論を させてい ただ きたいと思 いますけ れど も。まず，
先ほど，金子 さんから 御 質問もあり ましたの で，その御質問 を，まず，い ただくとい う
ところから 始めたい と思 いますが，お願いで きま すでしょう か。
金 子 室 長： すみま せん。私 はち ょっと物を 知らない ので ，この字面 だけ読ん で， どういう意 味な
のかなって いうふ うに思 ったことが１つあ りまし て。５番の ，「今 後の社 会経済環境 の
変化に対応 できる 高度な 資質・能力 を有す る人材 の育成」の ところ なんで すけれども。
この高度な 資質の ，「高 度な」とい うのが どうい うものを指 してい るのか が，ちょっ と
よく分から なくて ，変化 に対応でき るとい うのは 非常に大事 なこと だと思 います。だ か
ら，そうい うもの に対す る資質と， あるい は能力 というのは よく分 かるん ですが，こ こ
で言う「高 度な」 という のは一体何 を指し ていら っしゃるの かなと いうの を，できれ は
ちょっと教 えていた だき たいなと思 いました 。
大学管理担当監： 「高度 な資質・ 能力」というと ころでご ざい ますけれど も。６ペ ージ の３番目の 丸の
３行目の 方に，論 理的思 考でござ いますと か，表 現力，課 題発見・ 解決力 などとい うよ
うに簡単 にくくっ てござ いますが ，こうい ったも のを中心 としまし て，今 までのよ うな
知識偏重 型ではな くて，正に解の ない答え を追求 するとい うような 趣旨で の課題発 見能
力ですと か，ある いは論 理的思考 をやって いくと いうよう なことを ，まと めて「高 度な
資質・能 力」とい う言い 方をさせ ていただ いてお ります。 ここはち ょっと 説明不足 で申
し訳ないと ころだと 思い ます。
更にそうい う能力を ，正 に社会で生 かしてい くと いうところ を，大学卒業 後発揮して
いただくと いうよう なところを，見 つけてい ただ くようなこ とを，大 学教 育でやって い
ければとい うことで ，ち ょっとこう いう簡単 な言 い方でまと めていて 申し 訳ないんで す
が，そうい う趣旨で ござ います。
金 子 室 長： すみま せん。私 のイ メージの中 に，今後 の社 会経済環境 の変化に 対応 できる資質 とい
うもの自体 が，か なり高 度なものな のかな という ように，こ れがで きない から大変と い
うようにち ょっと 思って いたもので すから。それ よりももっ と上の 高度だ というのは 一
体どういう ことなの かな ということ で，ちょ っと 分からなか ったとい うこ とです。
ですから， より高い もの というよう なイメー ジな のかなとい うように ，今 ，聞きまし
たので。
大学管理担当監： 御指摘 のとおり，元 々高等教育 ですので ，高 度な人材を 育成する とい うのは，あ る意
味これま で当た り前と 言 いますか，大学 で育成 す るのは正 に高度 な能力 を 持った人 材と
いうこと なんで すけれ ど も。今， 国の方 でも言 わ れていま すとお り，い わ ゆる日本 では
キャッチ アップ 型から 変 わってき たとい う中で ， 先の見え ない社 会の中 で 生きて， 活躍
できるよ うな能 力をい か に育成す るかと いうの が ，正に今 の高等 教育の 変 革にもご ざい
ますので ，そう いった 能 力と言い ますか，能力 と 言うのが 良いの か，コ ン ピテンシ ーと
言うのが良いの かとい う のはある かもし れませ ん けれども ，そう いった 資 質を育成 した
いというこ とでござ いま す。
金 子 室 長： ありが とうござ いま す。
湯 﨑 知 事： なんと なく引っ 掛か りながらも 。
金 子 室 長： はい， 大丈夫で す。 説明として は理解し まし たので，あ りがとう ござ います。
湯 﨑 知 事： ちなみ にちょっ と今 ので，高度 人材育成 の話 も御紹介い ただいて おい た方が，そ の体
系が分かる かもしれ ない ですよね。
大学管理担当監： 記述は簡 単なも のに なって，御指 摘のと おり ，ちょっと不 足して いる 部分が多々 ある
んですけれ ども。高等教 育におきま しても ，この「大綱 」でい きますと ，この前にず っ
と書いてあ りますよ うな ，共通した 能力です ね。それは，従 来のよう な知 識偏重のみ で
はない，そ の知識の 下に ，更にそれ を高度化 して ，いろいろ な課題に 対応 していくと い
うような能 力を育成 すべ きというよ うなこと で，これをどう 広島県内 で実 現できるだ ろ
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うかという ようなこ とを ，今，検討 をしてい ると ころでござ います。
まだ具体的 にどうす るか というのは ，正にこ れか らなので， ここで申 し上 げることは
できないん ですけれ ども。いろいろ な皆様の お知 恵とかをお 借りしな がら ，今，検討 し
ているとこ ろでござ いま して，今年 度辺りを 目途 に，そうい った方向 性と いうのを考 え
ていきたい というよ うに ，考えてい るところ でご ざいます。
湯 﨑 知 事： 一言で 言うと， 別プ ロジェクト というか ，別 の委員会を ，これは もう 立ち上がっ てい
るんだっけ 。
大学管理担当監： 具体の ための委 員会と言います か，そう いう のを立ち上 げて，今， 検 討している とこ
ろです。
湯 﨑 知 事： じゃあ ，既に立 ち上 がっている のか。
大学管理担当監： はい。
湯 﨑 知 事： 立ち上 げている よう でございま す。検討 中で ありまして ，ただ， そう いう中身が ここ
に十分反映 されてい ない という。
大学管理担当監： ええ。ち ょっとま だ そこは中身 を決めて いる 途中なので ，あまり今， 具体的なと ころ
は書けない という事 情も ，無きにしもあ らずなん ですけれど も。そういう 状態でござ い
ます。
湯 﨑 知 事： それで は，全体 とし て有識者の 御意見も 頂い たところで ，御意見 等ご ざいました らお
願いをしよ うと思い ます 。
今 井 教 授： 今のに 関して， ちょ っとよろし いですか 。
今おっしゃ ってくだ さっ たその問題 解決能力，高 度な思考能 力，これは 広 島県だけで
はな くて ，皆 さん ，口 を 開け ば全 国津 々浦 々， み んな おっ しゃ るこ とな ん です よね 。そ
れは 確か に字 面だ けで 言 えば その とお りな んで す けれ ど， どこ で聞 いて も 本当 に中 身が
見え てこ ない と。 やは り そこ を， 中身 がな いの に 字面 をき れい に言 うこ と が， 私は ちょ
っと 腑に 落ち ない とい う か， ある 意味 でそ の言 葉 に踊 らさ れて いる 感じ が して しま うん
ですね。
言葉という のは，私 ，実 は言葉の専 門の研究 をし ているんで すけれど。非 常にそうい
う危険なと ころがあ りま して，きれ いな表現 で， 抽象的で， 誰も分か らな いんだけれ ど
何かいい感 じがする とい うような， そういう 言葉 を連ねるこ とで，何か落 としてしま う
んですけれ ど。誰も きち んと，まあ 考えてい ない というより は，考え ては いるんだと 思
いますけれ ど，落と し込 んでいない から誰も 合意 していない というか 。
みんなそれ ぞれ違う こと を考えてい て，でも その グローバル ，思考能 力， 問題解決能
力，そうい うところ で済 ませてしま っている とい うところが あり，そ れは もちろん広 島
県だけでは なくて ，私は日 本全体とし て，そ ういうキ ーワードが ，知識 偏重じゃ なくて，
そういうキ ーワード が出 てくるとい うこと自 体は 全く賛成な んですけ れど も。やはり 今
は議論の流 れとして ，そ ういう言葉 を使って 済ま せてしまっ ていると いう ところが， 非
常に危うい というよ うに 思っており まして， やは りそこです ね。
やはり「広 島らしさ 」と いうのは， 先生方の 間か らずっと出 てきまし たけ れども，是
非そこを突 き詰めて 考え ていただい て，広島 らし い問題解決 能力とい うの は何かとい う
のを，その 抽象的な 言葉 で済ませな いで，広 島ら しい理念， それを是 非， この「大綱 」
の中にも組 み入れて いた だきたいな と思いま した 。
大学管理担当監： すみませ ん。御指 摘 のとおり，確 かに抽 象的 な言葉が踊 っている とい うところが ござ
います。ただ ，先ほど も 申し上げま したよう に， そこをどう 具体化し てい くかという の
は，恐らくそ れは，我 が 広島県でも そうです が， まだ国レベ ルにおい ても 実証的なこ と
が，なかなかできてい な い状況なの かなとい うよ うに思うと ころもご ざい まして。そう
いう状況を 見ている だけ ではいけな いんです けれ ども，ここをど うやって いくかとい う
のも，御指摘 のとおり ， 課題でござ いますの で， これがどこ まで具体 的に ，いつ明らか
になってい くかとい うの はあるんで すけれど も，その辺はい ろいろと 検討 してみたい と
思います。
湯 﨑 知 事： 我々の 課題とし て捉 えるのは， この「大 綱」 の中にどこ まで書き 込む かというこ とが
ありまして ，なか なか多 分事務方に は，物 が歯に 挟まったよ うな言 い方で 分かりにく い
んだと思い ますけ れど。要するに， 必要な ，例え ばコンピテ ンシー の特定 であるとか ，
それをどの ように 教育を していくか という 方法論 まで含めて ，実は かなり 議論をして い
まして，そ れを実 行に移 すときには ，今度 は物理 に化体をし ていく ので， その物理の 化
体の部分と かは，非常にや はりいろい ろ難しい 問題 がありまし て，そ ういうの も含めて，
ここにあま り書き込 めて いないとい う状況が あり ます。
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ですからそ こを，恐 らく ただ，もう ちょっと 書き 込むべきで ，最終的 には ，「大綱」
に出てくる ところで は， 恐らく書き 込むべき こと であろうと いうこと と， それから非 常
に詳細のと ころは， 逆に 言うと専門 委員会の 方で 扱っている ところも ある ので，そち ら
の方でしっ かりと出 して いくという ような工 夫に なっていく のかなと いう ように，今 ，
思っており ます。
授： はい。
員： 前回い ろいろな こと をみんなで 申し上げ て， これをどうまとめて いた だくのか大 変だ
なと思って いたも のが， こういう形で整理 された ということ には， 非常に 私は敬意を 払
いたいと思 ってい るとこ ろです。先 生方の 御意見 にもありま したと おり， 非常に腐心 し
て作ってお られると 思い ますけれど も，１点 ほど 意見を申し 上げたい と思 います。
７番に関し てのとこ ろで す。ページ で言えば ７ペ ージ，「教 職員の力 を最 大限に発揮
できる環境 の整備」とい うことで， １項目に 挙げ ていただい ているこ とは ，私も感謝 申
し上げたい と思いま す。 ここにある こととし ての 中身は，２つ目の丸 が核 になるのか な
と思います が，この 中の ２行目の，「教員の 子供 と向き合う 時間の確 保」というとこ ろ
は，先生方 とお会い して いても，子 供たちと 話し ていても， 両者がと ても 望んでいる と
ころである 反面で， なか なか先生方 において も， 子供たちに おいても ，十 分時間が取 れ
ているとい うように は思 いにくい。
それは，今 ，既にお 話が 出たところ だと思い ます が，折角こ の項目を ここ に盛り込む
ということ になった ので ，ＩＣＴと いうよう なこ とであった り，既に 県教 委で始めて い
る，例えば 印刷作業 など の方につい ては，先 生以 外の人に頼 むといっ た形 態であった り
というよう なことも ですけれども。 私の方で 思っ ている，子 供の家庭 がし んどい場合 で
すとか，そ ういった 場合 にはスクー ルソーシ ャル ワーカーを 活用する とか ，今，現に や
っておられ る，担任 の先 生以外のチ ームティ ーチ ングをとっ たり，支 援員 をとったり と
いうような 体制です とか ，更には地 域の方々 によ って先生方 を支える ，先 ほども「チ ー
ム学校」と いう話も あり ましたが， そういう ，先 生が先生と して子供 たち と向き合う 時
間を確保す るために ，あ らゆる形， それはハ ード ，ソフト両 面だと思 いま すけれども。
そういった いろいろ な場 面において ，先生の 役割 を誰がどの ように代 われ るのか，あ る
いは代われ ないのか とい うところを 整理いた だい て，落とし 込めるも のは 落とし込む と
いうような ところを ，こ の項目で整 理いただ けた らありがた いなとい うよ うに思って お
ります。以 上です。
事： すみま せん，ち ょっ とクラリフ ィケーシ ョン ですけれど も。今， この 記述から， その
具体的なと ころを 今度は 落とし込ん でほし いとい う御意見か ，それ とも，そういうと こ
ろを踏まえ て，ここを もう 少し記述的 に書き込 んで いた方がい いという 御意 見だったか，
ちょっと。
員： 細かな ところを 全部 盛り込んで ください とは 申しません が，どち らか と言うと， これ
はハード面 という か，Ｉ ＣＴであっ たりと いうよ うなところ だった と思い ます。私の 方
で思うのは ，地域 であっ たり，教員 以外の 一定程 度の専門知 識があ る方で あったりと ，
人のことも 含めて ，先生 あるいは学 校を中 核とし て，そこを ，今， いろい ろな原因が あ
って学校が抱えなければいけない問題が増えてしまっていて，だけれども先生方は生
徒・児童と 向き合う ため に注力して いただき たい と。
そうすると ，周りで 支え る力をどの ように確 保し ，先生方が 先生とし て， みんなが望
む教育活動 に専念い ただ けるかと。今，整理 をし ていただけ たらとい うこ とで，その た
めの細かな ものをこ こで 全部盛り込 んでくだ さい とは言いま せん。そ うい う趣旨にな り
ます。
員： 有識 者の先生 方の御 意 見をお聞きして，非常に な るほどなと 思いなが ら聞 きましたが，
総合教育会 議もあ と１回 やって，「 大綱」 をまと めるという ような タイミ ングと思い ま
すので，少 しテク ニック 的なところ で，改 めて読 んでみまし て気に なった 点がありま し
たので，ち ょっと 提供さ せていただ きます けれど も。項目の ３と４ につき まして，特 に
重なってい るところ が多 いのかなと いうよう に思 いました。
特に４の， 丸の上か ら３つにつきま しては， 多様 性，多様で ，本県の 中で 多様で厚み
ある人材を つくると いう ことは，新 しく出て きて いるんです けれども ，そ れ以外のと こ
ろ，３番と かなり同 じこ とが書いて いるとこ ろが あると思い ますので ，こ こは整理を さ
れた方がい いという よう に思います 。「学び の変 革」と「主 体的な学 び」 ということ が
両方出てき ておりま すけ れども，こ の辺り， ある いは項目の タイトル も含 めて，やり 直
していただいた方が いい かなという ように思 いま した。
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それと，７ 番の教職 員の ところ。こ れも御指 摘も ありました けれども ，一 番最後の丸
に採用・育 成という こと も書いてあ るんです けれ ども，採用 してから の後 のことだけ で
はなくて， やはり養 成段 階，あるい は選抜と いい ましょうか ，採用等 につ いても，少 し
考える必要 があるの かな というよう に思いま す。
７月，知事 も御挨拶 され た，全国都 道府県教 育委 員会連合会 平成27年 度第 １回総会の
分科会の中 でも，各 県の 教育委員の 方が，教 員の 資質，教え るテクニ ック は問題ない ん
だけれども ，子供に 対す る愛情とか ，気持ち の部 分をもっと何とかし たい という御意 見
が多かった んですけ れど も。私は， そういう 教育 に対する熱 意，子供 に対 する愛情と い
うのも資質 だという よう に思います ので，そ うい うところを しっかり 見極 めた採用だ と
か，あるい はその養 成と いうことも 重要なの では ないかなと 思います 。
それから， 最後にも う１ 点，少し細 かくなる んで すけれども。本県で 今， 進めていま
す「広島版 『学びの 変革 』アクショ ン・プラ ン」 にも関わる ところな んで すけれども。
３のグロー バル対応 にも つながって いく，自 ら考 え，新しい 価値を創 り出 し，そして 多
様な他者と 協働・協 調と いうことで すけれど も。協働・協調 というの がす ごくよく出 て
くるんです けれども，そ の前にまず 自分の意 見を しっかり持 って発信 する とか，主張 す
るとかとい うことが 大事 なのではな いかなと いう ように思い ますけれ ども。これはも う
十分大丈夫 というこ とで あれば，あ えて書い ても らう必要も ないんで すけ れども。そ こ
があっての 協働・協 調か なというよ うに思い ます ので，一応 指摘をさ せて いただきた い
というよう に思いま す。 以上です。
二 宮 委 員： 有識者 の先生方 の御 指摘を聞き ながら， パッ と読んでサ ッと理解 して いただける とい
うことは， とても 重要な ところだと聞いて おりま した。言葉 遣いに ついて も，もう少 し
こなれたと いうこ とも御 指摘いただ いて， 確かに そのとおり だなと 思いな がら聞かせ て
いただいて ，残り １回し か行われま せんの で，そ れまでに事 務局が 一生懸 命頑張って く
れますけれ ど，私た ち委 員も御一緒しながら と思 っています 。
私個人とし ては，そ のた めにも１つ 準備して もら いたいのが ，６ペー ジの 一番上の，
オリンピッ クだけで いい のかな，パ ラリンピ ック はどうなの かなと。これ が最後の仕 上
がりだと思 って読ん でい ると，どう も，先ほ ど特 別支援教育 の理念と か考 え方を起点 に
置きながら というこ とを 考えていけ ば，障害 スポ ーツもとい うことで ，パ ラリンピッ ク
という言葉 を入れる こと が不適切か どうか， その 辺もじっく り検討し てい ただいて， 実
際には障害 者スポー ツも しっかりと支援して いる わけですの で，とい うこ とが１点。
それから２ 点は，５ 番目 で，本田先 生が御指 摘く ださったと おりだと 思い ます。もう
少し書き込 んだらい いん じゃないか なという こと で，折角こ ういう国 際化 社会，時代 に
なってきま したし， 広島 もそのとお りだと思 いま すので，グ ローバル人材 として育っ て
もらいたい ，育てた いと 思うのは， やはりも う日 本人学生だ けじゃな くて ，外国人留 学
生も含めて ，あるい は在 住の人たち も含めて ，多 様な人たち が住んで いる という。
留学生につ いては， 知事 が倍増しよ うという 政策 でございま すので， 外国 人留学生も
広島県にで きればと どま ってもらっ て，有力 な人 材として活 躍してお られ るという意 味
では，外国 人留学生 とい うのも使っ てみて， 少し 書き足して みたらど うだ ろうかとい う
感じでござ います。
それから， 企業とのＰＢ Ｌという御 指摘も頂 いた とおりでご ざいまし て， これは方法
論がもう少 し書かれ たら いいなと。 広島県は 産学 連携型で大 学と企業 が連 携しながら ，
サテライト オフィス を作 ったり，産 学連携事 業を やったりし て，ここ 平成22年ぐらいか
ら大きな政 策が打た れて きているん ですけれ ども。それはち ょっとグ ロー バル人材に 限
ったわけじ ゃござい ませ んので，や はり高度 な資 質・能力を 育てるた めに こそ，とり わ
けグローバ ル化時代 には ，正に産・ 官・学が 連携 して学生等 を育てて いか ないといけ な
いという， その辺の 書き ぶりを，も う少し方 法論 的に示して いただけ れば ，企業にも お
願いしやす くなるん じゃ ないかと， これまで のグ ローバルの 更なる発 展を 期待するこ と
ができるん じゃない かと いう感じで ございま す。
最後が，７ページ，天 笠先 生が専門で ございま すの で，あま り口出し はできま せんが，
７ページの ７の教職 員の ところの２ つ目の丸のと ころでござ います。先ほ ど来，「先 生
はプロでな ければい けな い」と。プ ロが出て きた というよう なところ ，あ るいは子供 を
愛する，子 供と過ご す時 間と言って いただい て， そのとおり で何も困 らな いんですけ れ
ど。２つ目 の丸の「 この ため」のち ょうど次 ぐら いに，時代 や社会の 変化 に，もう少 し
感受性豊か に，ある いは 敏感になっ てもらわ ない と，やはり 教育が良くな らないと思 い
ます。
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私は，先生 は教室の 中に 閉じこもっ て，子供 とい つも一緒に 過ごして 大丈 夫だから，
先生ですよ と。教科 書が ありますの で，とい うだ けでは，こ れからの 社会 を生きてい く
子供は，や はり育ち きれ ないんじゃ ないかと 。先 生自らが， この時代 の変 化とか，時 代
が求めるも のとか，そうい うことに敏 感になっ て，忙 しいのは分 かってい ます けれども，
そういう意 味で社会 の変 化や時代の 変化につ いて ，ちょっと 学んでみ てい ただきなが ら
みたいな。こんなこ とを この２つ目 の丸の中 にも ちょっと書 き加えて いた だいて，後 は
そのとおり だと思っ てお ります。以 上，仕上 げるた めの意見と して３点 申し 上げました 。
細 川 委 員： 有識者 の先生方，ど うも今日は ありがと うご ざいました 。貴重な 意見 ，大変参考 にな
りました。 私はち ょっと 関連的なこ とを申 し上げ るようでご ざいま すけれ ども。本県 は
「広島で学 んで良 かった と思える日 本一の 教育県」の創造と いうこ とです けれども，今
日先生方が いろい ろおっ しゃった， 「広島 らしさ 」がちょっ と感じ られな いなという 御
意見が多か ったと いうよ うに，私も 感じて いるん ですけれど も。こ こは広 島県ですか ら
「広島らし さ」，「広島 県らしさ」 という ことで しょうけれ ども， 地域に 帰りますと ，
地元の市町 教委も 同じよ うに，何々 らしさ を出し ながら，こ ういう のを策 定している と
ころだとい うよう に思い ます。例え ば「広 島で学 んで良かっ た」と 思える ，その次に ，
具体的には ２ペー ジのと ころの一番 最後の 丸のち ょっと上の 方です けれど も，「『広 島
で学んで良 かった』と思 える，さらには， 全国か ら，『広島 で学ん でみた い』」，こ の
２つが書い てござ いまし て，途中に ４の方 の一番 最後の丸の ところ に，「広島で学ん だ
ことへの誇 り」と いうこ とが書いて ござい ますが ，この３つ が非常 に重要 なんではな い
かなと。
私は，地元 で街づく りを するときに ，例えば 私は 三次なんで すけれど も， 三次に住み
たい，三次 に住んで良か った，三次 に住んで 誇り に思える街づくり， これ を三本柱で や
っているん ですけれ ども。このこと を，この 教育 の「大綱」 にも，関 連的 にですけれ ど
も盛り込ん でいただ きた くて，地元 の市町教 委が ，県が発表 するのを 待っ ているとい う
ように聞き ましたの で， その辺のと ころも十 分参 考にしてい ただける よう なものが， で
きたらいい なという よう に思ってお ります。
具体的にも う１つ申 し上 げると，４ の，先ほ ど二 宮先生がお っしゃい まし たオリンピ
ックに関わ るところ で， ここはスポ ーツのこ とが 書いてござ いますけ れど も，私らの 地
元の小学校 は，この 前， 将棋で全国 大会に参 りま した。そう いう将棋 とか 囲碁とか， そ
ういうとこ ろで活躍 して おられる方 も，スポ ーツ と同様，本 県の教育 に関 わっていた だ
いて，そう いう文化 的な ことと言いましょう か， そういうも ので学力 を上 げるという こ
とも，一つ 重要では ない かなという ことを申 し添 えたいとい うように 思い ます。以上 で
す。
下﨑教育長： 貴重な御 意 見，ありがとう ございま し た。我々，いろいろ 検討を いたしてお りまして ，
「大綱」でど こまで入れ るのかとい うことが 一番 ネックにな っており ます 。今日，お聞
きしたもの をもう少 し踏 まえてみた いという こと で，やはり 全体の構 造で すよね。
章立てとい うのが分 かり にくくなる というこ とで，項目立てと したわけ です けれども。
もう少し始 めの方か ら追 わなければ というこ とが ありますと いうこと を， 少し考えて み
たいという ことと，も う１ つあるんだ とすると，つな がりという，保・幼と小 ，小と中，
中と高，高 と大，大 から 社会という ，この辺 のつ ながりをも う少しい い格 好にすると ，
分かりやす くなるの かな という感じ もしてお りま す。もう１ つは広が りと いうことで ，
広島を起点 ，「広島 らし さ」という のは，起 点に なる部分は ，さっき 歴史 ，文化，い ろ
いろとあり ましたね ，産 業もござい ましたけ れど ，「広島ら しさ」を 起点 にグローバ ル
に広げてい くという のが ，どこまで 書き込め るの かなという のを，今 ，お 聞きしたこ と
というのを ，私は今 ，思 っていると ころでご ざい ます。
湯 﨑 知 事： その他 ，どんな こと でも結構で す。天笠 先生 ，お願いし ます。
天 笠 教 授： 既に先 生方の発 言の 中にもあっ て，重な ると ころがとて もたくさ んあ るんですけ れど
も，こう やって聞 かせてい ただいての ，これ の更なるバージョン アップを 期待 しまして，
少し発言を させてい ただ きます。
それは，先 ほど私が 申し 上げたのは ，この文 章の 中で方策に 関わって 言及 していると
ころが幾つ か見られ るん で，その方 策は方策 とし てそれぞれ 出して， １か ら９まで， そ
ういうバラ ンスを取 られ たらよろし いのかな 。こう いうところ は比較的 ，今日 の，これ ，
出された， 結局どう して も理念的な 記述があ って くると。こ れはこれ で必 要なことで あ
りますので ，それと いう ことで。そ して方策 は方 策として， そこから 抽出 できるもの は
示していた だくとい うこ とで，少し見えやす くな ってくるのが１つで す。
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それからも う１つは ，時 間軸をもう 少し意識 され るというの も必要じ ゃな いかなと思
います。比 較的長期 的な 視野の中で の，理念 的な 記述と言う んでしょ うか ，これが比 較
的多いかと 思います けれ ども。ただ ，今，御 指摘 もありまし た東京オ リン ピックとい う
ようなとこ ろで，2020年 という，こ の辺りの とこ ろというの も，この 「大 綱」ではど う
いうように 意識する のか どうなのか というよ うな ことで，1964年を経 験し た人間から し
ますと，その年 の前と後 で ，いわば祭りの 後が来る と いうような，そ ういうこ と で，2020
年以降と2020年まで に至 る，その世 の中の趨 勢で すとか雰囲 気ですと かと いうのも，随
分今からは ある程度 のこ とは予想さ れるわけ であ りますけれ ども。2020年 以降は，一 時
的かもしれ ませんし ，あ るいは少し 中期にな るの かもしれま せんです けれ ども，産業 界
の落ち込み とか，そ うい うようなこ とという のも 発生するの かもしれ ませ ん。
言うなら，正に世の 中の 雰囲気とい うことで すけ れども。こ の「大綱 」に ついては，
少なくとも 今後おお むね ５年間にお いて必要 な施 策というこ とですか ら， 時間的な計 算
をすると東 京オリン ピッ クを一つと いうこと にな るんですけ れども。ただ ，ここで書 か
れているこ とは2020年以 降のことに ついて， かな り，そうい う無意識 のう ちにも2020年
以降のこと をかなり 前提 にしながら ，諸々の こと を書かれて いるとい うこ とが読み取 れ
るわけで。ですから そう すると，今 後５年間 でな さろうとす る施策と ，こ こに明示さ れ
た時間軸の ずれみた いな ものが多い のかもし れま せん。
ですから， そういう 点か らすれば， ここに書 かれ たことにあ る程度意 識す ると，すご
く中長期的 なことを 書い てあるとい うのと， それ から比較的 短期的な 中で 書いてある と
いうこと辺 りを，少 し意 識されなが らという こと が一つなん じゃない かと 思っている ん
ですけれど も。例え ば今 ，学習指導 要領の改 訂で ，その方向 性を議論 して いるんです け
れども。そ こでは取 りあ えず2030年 の社会を ，一 つの想定さ れるそれ とし てというこ と
ですけれど も，現実 には もうあと１ ～２年で ，そ れを，今度 は方向性 を出 そうと，今 ，
していまし て，実質 的に は2020年の 前後で新 しい 学習指導要 領が，そ こか ら本格実施 と
いうことに なって，2030年にはもう 次の，正 に次 の次の話に なってく る可 能性がかな り
高いわけで すけれど。た だ，少なく とも2030年ぐ らいのとこ ろの社会 とか ，この国の有
り様という ことを， ある 程度という ようなこ とを 想定しなが ら，一歩 この 先のという こ
とですけれ ども。こ の「 大綱」とい うのは， その 辺りのとこ ろはある 程度 イメージし な
がら，それ ぞれの文 言と か方策とい うのを整 理す ると，更に これが分 かり やすくなっ て
くるんじゃ ないかな とい うように思 います。 以上 です。
朝 倉 教 授： これか ら，この 「大 綱」の素案は，いろ いろ と更に検討 されて押 し上 がっていく んだ
と思います 。具体 的にど の部分をど ういう ように ということ ではな いんで すけれども ，
少し気持ち をお話し した いなと思い ます。
それは，「 主体的な 学び 」という言 葉もあっ て， これは大事 な言葉で ，い い言葉で，
是非実現し ていただ きた いと思いま すけれど も。言葉の遊び ではない んで すけれど， 学
びの主体は 誰なのか と思 ったときに ，生涯教 育で すから乳幼 児から高 齢者 に至るまで そ
うかもしれ ませんけ れど も，例えば学齢期で あれ ば子供たち かもしれ ませ ん。その子 供
たちが果た してどう いう 気持ち，ど ういう受 け止 めと言いま すか，思 いと 言いますか，
狙いと言い ますか，なの かなという ことは感 じま す。
例えば，変 な言い方 です けれど，こ れからの 社会 で活躍する ために必 要な 資質・能力
の育成を目 指そうと いう ように，私 たちは言 うわ けですけれ ども，子 供た ちはこれか ら
の社会で活 躍したい とい うように思 っている のか どうか。そ れは自動 的に 思うのか， も
っと大事な ところも あっ て，そうい うように 思う と思います ね。人間 とい うのはそう い
うように， そうあるべき ものかと思 いますけ れど も，でも本 当にそこ がう まく，今， い
っているの かどうか とい うことも思 います。
そういう意 味では， 押し 上がってい くプロセ スに おいて，そ の子供た ちが ，あるいは
学習者がど ういうよ うに 思うのか， 願うのか ，受 け止めるの かという こと も大事にし た
いなと思い ます。イ ンタ ーネットで これが公 開さ れた時に， 中学校の ３年 生がそれを 読
んで，なる ほど，頑 張ろ うと思うの か，何だ ろう ，この大人 たちはと いう ように思う の
か，そこを留意した いな というよう に思いま す。 以上です。
今 井 教 授： 私は非 常に細か いと ころで恐縮 なんです けれ ど，先ほど，すごく 具体 的に書いて ある
ところと，割と理 念が書 いてあると ころが 混在し ていてとい うよう におっ しゃってい た
ので，１つの例 なんです け れど。７番の「教職 員の力 を最大限に 発揮でき る環 境の整備」
というとこ ろで， 教員が 子供と向き 合う時 間の確 保やＩＣＴ環境の 充実を 図るという の
があるんで すけれ ど，Ｉ ＣＴ環境の 充実と いうの は，子供と 向き合 う時間 の確保と並 べ
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られるよう なもの ではな いと，もっ と何か ずっと 具体的な方 策であ って， このレベル で
書くのは， やはり ハード 面として， 子供が 安全で ，かつ非常 に先端 的な教 育が受けら れ
るような，そうい う快適 に，安全で 快適で ，更に 世界の潮流に付い ていけ るような， そ
ういうハー ド面を 整備す るというよ うな， そのぐ らいの書き ぶりの 方がい いと思った ん
ですね。
ＩＣＴは今 ，はやり です けれども， そのうち とい うか，今， 世界の先 進国 では当たり
前になって いるので ，そ れを対応と して書く よう なことでも ないのか なと いうような 気
はいたしま す。
本 田 教 授： さっき の発言で 非常 にざっくり したこと を申 しましたの で，ちょ っと 具体的なこ とで
補足させて いただ きます と，これを 読んで いて非 常にうれし くあり がたく 思ったのは ，
６ページ， ６番目 の項目 なんですね 。その 中の， 特に７ペー ジの上 から２つ目辺りで ，
格差を是正 してい くとい うことであ ったり ，ある いはその最 後のと ころ， 様々な困難 を
抱える若者 たちに 対して ちゃんと配 慮して いただ いていると いうこ とが， 本当にうれ し
く思いまし たので ，ここ は是非，も しこれ からま た書いてく ださる として も，是非と も
残していた だきた い，と ても大事な ，こう いうと ころに「広 島らし さ」が ，「大綱」 と
してのオリ ジナリテ ィが 現れている と思いま すの で，とても 重要だと 思い ます。
ただ，教育 機会，経 済的 な格差の是 正という のは ，項目の５ 番目の高 等教 育に関して
著しい。で すから高 等教 育を受ける 機会の格 差と いう点で， 高等教育 と絡 めてその是 正
ということ を，何か 県と して取り組 んでいた だけ ると非常に 頼もしい ，心 強い思いが し
ます。
もう１つ別 のことな んで すけれども。ここに 独自 性が出てい るなと思 った のは，多様
性というこ とを強く ，す ごく強調さ れている 。し かもちょっ と踏み込 んだ形で強調し て
くださって いるとい うこ とは，項目 で言うと ４番 の，特に後 半なんで すけ れども，こ こ
はありがた く思いま した 。
ただ，あり がたく思 うと ともに，折 角ここま で記 入してくだ さってい るの であれば，
もうちょっ と，例えば５ ペ ージの中ほ どに，「多様な 価値観の受 容」と書いて あ ります。
多様な価値 観の受容 のと ころで書か れている のが ，海外の学 校との姉 妹校 提携とか外 国
人観光客の 接点とい うよ うに，何か 外国の方 と接 点を持つこ とが，多 様な 価値観とイ コ
ールに捉え られてい るよ うな気がし まして。多様 な価値観と いうのは 別に ，海外の方 と
の接点を超 えて，日 本の 国内にも， 国内とい うか 広島の中で ，あるい は地 域の中で， 教
室の中でも ，様々に あり 得る他者， 多様な他 者と の出会いで あったり ，そ の尊重であ っ
たりという ことがあ り得 ると思いま すので，ちょっ とこの多様 性という もの を，姉妹校 ，
海外の観光 客という こと に収れんさ せた書き 方を しているこ とは，ち ょっ と残念かな と
いう思いが します。
そしてまた ，多様な 個性 ・能力の話 と，価値 観の 受容のこと は，やや 理想 として別な
んですね。 個性・能 力を どう生かす かという こと に関して， 具体策があま り書かれて い
ない。ちょ っとこれ は個 人的な意見 寄りにな って しまいます けれども ，実 は，それに 絡
んで重要な のが，５ ペー ジの下から 上に３つ 目の ，「社会的 ・職業的 な自 立」である と
か，「地域 の成長や 発展 を支える人 材から世 界全 体の発展を 牽引する 人材 まで」とい う
辺りが，個 性・能力 の多 様性という 点で重要 であ り，かつこ こで最も ポイ ントになる の
が，先ほど 天笠先生 もち ょっとおっ しゃいま した けれども， 県立の教 育機 関として非 常
に重要な， 高校だと 思い ます。
高校という のをどう 設計 していくか というの は， 県の「大綱 」として 非常 に重要なポ
イントであ り，その 高校 の中におい て多様な 個性 や能力とい うものを ，垂 直的な序列 で
はない形で ，どう確 保し ていくかと いうこと が， 県の責任と して非常 に重 要になって く
ると思いま すので， ここ で高校に言 及しなが ら少 し書き足し ていただ けれ ば，具体的 な
イメージが 県の皆様に伝 わりやすく なるかな と思 います。以 上です。
平 谷 委 員： 本田先 生が言っ てく ださったこ とに関連 して ，７ページ の７の前 の， 一番下の「 さら
に，例えば 」から 始まる 段落のとこ ろにつ いては ，高校中退 者だっ たり， 早期離職者 だ
ったりとい うところ なん ですが，ここは 教育委 員会 としてフォ ローはし てい るんですが，
１年間で， そこか らは， もし正規就 職でき なかっ たり，自力 就職が上手く いかなかっ た
りしたら， もう漏 れ落ちてしまうと ころに なって います。中 退もで すし， 中学校を卒 業
して次の進 路が見つ から ない子供も そうです 。
これは，私 はそこを ずっ と教育委員 会，ある いは 中学校や高 等学校が 引き 受けていた
ら，ちょっ と過負担 だと 思っていて ，やはり 商工 労働局だっ たり，国 の機 関ですが労 働
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局であった り，ある いは 県民活動課 の青少年健全 育成グルー プの方で あっ たりという と
ころとも， つながり とい うのが大事 で，ここ をど のようにつ ないでい くか というとこ ろ
について， 「大綱」 で全 部書き込ん でくださ いと は言いませ んが，そ こが つながって い
ないと，こ こに何か いい ものを書いてもらっ たと しても，結 局具体的 にはあまり役に 立
たないもの になって しま います。
ですので， そういう 意識 で整理をし ていただ いて ，文章がど うなるか はお 任せします
が，現実の ところで しっ かりつなが っていた だき たいという ように思 いま す。
もう１つは ，高等学 校の 関係ですけ れど，今 回， 今，大体で きている とい う県の総合
計画の一つ 前の計画 に携 わったこと があるん です けれども。高等学校 をど うするかと い
うのは教育 委員会だ けで はなくて， やはり町 づく りだったり ，県全体 の中 で考えると い
うことじゃ ないと ，とても 意見が出せ るような 話で はないんだ なという とこ ろを思って，
何も言えな かったと いう ような自分 自身の経 験が あります。
正に知事が いらっし ゃる んで，県立 高校をそ の地 域の中でど のように 生か していくか
ということ について は， 市町ととも に，県全 体で 考えていた だくべき こと かなという よ
うに思って おりまし て， 今日そうい う御意見 があ りましたの で，ちょ っと 私の方も言 わ
せていただ きました 。以 上です。
湯 﨑 知 事： ちなみ に今の７ の上 のやつです よね。こ れは ，記述とし ては環境 県民 局の方でま とめ
ているんで したっけ 。こ れは教育委 員会の方 でま とめている でしたっ け。
経 営 企 画 監： はい， 教育委員 会で す，まとめ ています のは 。
湯 﨑 知 事： じゃあ ，見せて もら っていると いうレベ ルと いうことで すか。
経 営 企 画 監： 関係局 の方に は見て いただきま して，情報提 供させてい ただい てはお りますが， 主体
的には我々 が書いて 。
湯 﨑 知 事： という レベルで しょ うか。
経 営 企 画 監： はい。
湯 﨑 知 事： 今日は 来ている んで すか，来て 集まって いる んだっけ。
経 営 企 画 監： 本日は 環境県民 局の学事課と健 康福祉局 から 来ておられ まして。
湯 﨑 知 事： 学事と しては来 てい るけれど， 若者支援 とか の方は来て いないと いう こと。
経 営 企 画 監： はい。
湯 﨑 知 事： そ の 辺 は さ っ き も 申 し 上 げ た よ う な ， ち ょ っ と 縦 割 り を 乗 り 越 え き れ て い な い 部 分 ，
これ，ちょ っと課題 かも しれません 。
今 井 教 授： 今，平 谷委員が おっ しゃってい たこと， 私も 本当に賛成 なんです けれ ども。高校 中退
者や早期離 職者の 方たち の，それか らどう するか というのは，これ は正に 別の項目で 書
いていた，私は この中で，大綱の中で 非常に大 事だ と思ったの は，４番の「一 人一人が，
生涯にわた って学 び続け ることので きる環 境を整 える」と， 正にそ の一環 だと思いま す
ね。
だから，こ れは何か ，こ ういうよう にこの中 に書 いてしまう と，何と なく 学校という
のは，学び というの は学 校だけでは なくて社 会人 も大事なん だとか， 退職 してからも 大
事なんだと かという ，そ ういう一般 的なこと にな ってしまい がちだと 思い ますけれど。
そういうこ とに限ら ず， 県民一人一 人が生涯 にわ たって学び 続けられ る環 境と機会と い
う言葉を，是非入れ てい ただきたい なという よう に思います けれど。そう いう機会が 常
にあるとい うことは 非常 に大事なこ とで，そ れを 最も必要と している のは ，こういう 引
きこもりの 人とか高 校中 退者とか， いわゆる 一般 的に世間的 にドロッ プア ウトという よ
うに言われ ている人 たち に対して， そういう ，常 にチャンス があるよ うな ，それが同 じ
土俵で，生 涯教育， 生涯 にわたって 学び続け ると いうことと ，その同 じ土 俵で語られ た
ら，すごく いいんじ ゃな いかなとい うように 思い ました。
湯 﨑 知 事： 時間が もうやっ て参ったところ でござい ます けれど，特 に最後に 追加することが あり
ましたら。 よろしい です か。
大変いろい ろな御意 見と かたくさん 御理解を 頂い て，元々の 構造の整 理し 直しという
御意見，重 要な御意 見と して頂いた ところで ，更 に構造的に 整理しな いと ，なかなか 大
変そうなん ですね。 印象 を受けてお ります。
少し，また 途中いろ いろ なアドバイ スをでき れば 頂戴しなが ら進めさ せて いただける
と，大変あ りがたい のか なというよ うに思っ てお ります。
本当に今日 は大変貴 重な 御意見，こ ういう議 論の 場で，こん なに貴重 な御 意見を頂け
るのは，も ちろん貴 重か なというよ うに思っ てお りまして，改めて御 礼を 申し上げた い
と思います 。
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ステップと いたしま して は，次回の会議では ，本 日頂いた御 意見を踏 まえ て，大綱の
案という形をお示し させ ていただき たいと思 いま すが，先ほ ど申し上 げた ような，ち ょ
っと構造的 な整理で ある とか，ある いは内容 の分量 とか，ある いは厚み という かですね。
具体的に書 き込む部 分と ，それから抽象的に 書き 込む部分と ，具体を 増や せば具体的 に
分かりやす くなるけ れど も，分量も 多くなり，や や硬直的に なるとい う部 分も含めて ，
しっかりと 考えてい きた いと思いま すので， それ も含めてい ろいろな ，ま たアドバイ ス
を，教育委 員はもち ろんで すけれども ，今日お いでい ただきまし た先生方 にも 頂けると，
大変ありが たいなと いう ように思い ます。
その他，何 か当面， 話し 合っておく べきこと ，あ るいは調整 をするべ きこ とがありま
したら，御 意見を賜 りた いと思いま すけれど も。よろしいで すか，何 かご ざいますか 。
特に教育委 員の方か らは よろしいで すか。ど うで すか。
何か，この 場で先生 方か らございま すか。よ ろし いですか。
それでは， 事務局に お返 しします。
経 営 企 画 監： それで は，事 務局の 方から，次 回の総 合教育 会議に関し まして ，御連 絡をさせて いた
だきます。
第３回とな ります次 回の 会議につき ましては ，11月の上旬辺 りの開催 を予 定しており
ますが，詳 細につき まし ては，委員 の皆様に改め て御連絡を させてい ただ きたいと考 え
ております ので，よ ろし くお願いい たします 。
それでは， 以上をも ちま して，「平 成27年度 第２ 回広島県総 合教育会 議」 を終了させ
ていただき ます。
ありがとう ございま した 。
以
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上

