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第３回「教育改革１０年を未来につなげる会」 

議事要旨 

日時  平成１８年１０月１８日（水） 13:00～17:00 

場所  ウェルサンピア高知 
出席

者 

 教育改革10年を未来につなげる会委員28名  
 高知県教委委員会 宮地委員長  山﨑委員  中澤委員 大﨑教育長 
          高知県教育員会事務局 

オブ

ザー 

バー 

 大妻女子大学 大場幸夫 副学長   大阪大学大学院 志水宏吉教授 
 東京理科大学 八並光俊教授   高知大学 内田純一助教授 

                                                              
 ・ 前半は、小中学校課長と教職員課長から、第１回

会議で出された「子どもたちの基礎学力の定着と学力

の向上」と「教職員の資質・指導力の向上」についての  

意見・質問に対する説明があり、それに基づいた意見  

交換が行われた。 

 

 

・ 後半は、それまでの教育改革の柱ごとの議論を   

 踏まえ、教育改革全般についての議論が行われた。 

・  主な意見は以下のとおり。 

 

 

 

 

意見交換：子どもたちの基礎学力の定着と学力の向上  

 ○委員  □座長団 ◇オブザーバー   ◆教育委員  ●教委事務局 
 

○   四月から、ある学校が学級崩壊ということを聞き、その学校に行って様子を     

見て、話を聞いてきた。授業中２８人のクラスのうち３～４人しか前を向いていな    

い。後は横を向いたり後ろを向いたりしている。授業が成り立っていない。私の     

姿に反応して奇声を発し、その奇声に反応してまた奇声を発するという状況で     

あった。 

   算数の授業をチームティーチングで行っていた。私は第１回の会の時に学級  

崩壊への対策にはチームティーチングが有効であると意見をしたが、チームテ  ィ

ーチングぐらいでは崩壊した学級はなんともならないという現実が分かった。 

   実態調査をもとに施策を考えていくのだが、データに表れない数字の裏側に  

あるものを念頭におかなければならない。 

      文科省の調査によると平成１１年度以降いじめによる自殺者は０であるとの     

ことである。現場の先生や児童生徒の生の声を直接聞いて現状把握することも    

大切だと考える。 
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○  ご指摘の事例だと思うが、高知市の小学校では１校１学年だけ学級が荒れた

学校がある。この学級では、子どもたちと先生との信頼関係が崩れている。現

在、市教委において支援策を講じ、全力で立て直しに取り組んでいるところであ

る。 

   進路未定者の表について、高知市立３１名、私立・国立で２１名と受け取ってよ

いか。 

   義務教育９か年も学校教育を受け、就職も進学もできない子どもを作ってはなら

ない。私どもは、進路未定者０を目指して取り組んでいかなくてはならない。中

学校を卒業して学校教育の関与が無くなって以降、その子どもの人生がどうな

っていくかに思いを馳せる必要がある。高知市は年々減少して、今春は３１名に

までなったが、その子らの先の人生を考えて、進路未定者０を目指したさらに手

厚い取り組みが求められる。 

   高知市では不登校対策に取り組んで２年半になる。「１人の子どもも見捨てな

い、１人の子どもからも逃げない」というスローガンを掲げて取り組んできた成果

として、３１名まで減ってきた。それでも、この数は大変に重い深刻な数字である

と考えている。 

 

○  高知市の３１名は平成１８年３月の数字で、本日示したのは平成１７年３月分で

ある。高知市立中学は５０名、私学は１である。 

 

○  データがあるかと思い質問した。小学校から中学校へ進学すると学級担任制

から教科担任制への移行したり、学習のステップが長くなるのは、全国的なこと

だと思うので特に高知がそうだというのはどうかと思う。中学校に入学してとま

どいがあっても、1 年間あるのだからシステムの違いになれて２年ではあがって

いくのではないか。本当に２年で落ち込む原因は何なのか考えていかなくては

ならない。 

 

意見交換：教職員の資質・指導力の向上 

                  ○委員  □座長団 ◇オブザーバー   ◆教育委員 ●教委事務局    
 

○  ある小学校の先生が総合の時間に和太鼓に取り組んで、地域の方の力を借り

た。地域の方はうまくできない子にも丁寧に励まし、運動会で披露した。保護者

や地域からは大きく評価されたが、職員室での反応は「この大変なことを来年も

やるのか」と冷ややかであった。職員会で子どもの成長について十分議論され

ていないのではないか。 

   今の先生には力がある。その力をどこに持っていくかが課題。教職員、管理職

の子どもの成長を見る力が落ちているのではないか。教職員も失敗しながら成

長していく。助言してもらって成長していく場は職員会だ。職員会に十分な時間

があるのか。 

 

○   子どもの成長は皆で喜ぶべきである。なぜ教職員の連携がとれないのか。そ

れが問題だ。 

 

○   子どもを見る力、子どもの背景を見る力は大切である。プロとして一番にしな

ければいけないことである。 
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   職員会の時間は各学校で確保できるように工夫していくことが大切である。時間

がないということでは進まない。1人1 人が教育専門職であるという誇りと情熱を

持ち、足らないところは反省もすることが大切である。外からも指摘してもらって

成長していきたい。 

 

○   職員会の時間確保は大切だが、もう一つ私は職員会の中味のことを話した。 

 

○  何のために教育をするのかがわかっていない人が多すぎる。何のために教育

をするのかについて「正解を知っている」と「できる」と「日頃やっている」は別で

ある。 

   私のレジメに、高知の教育の現時点における改革の度合いをＡＢＣで例示して

いるが、私は「Ｃ．１０年前に予測した通り物足りない」と受け取っている。 

   物事は全て因果関係があり、集まっている人たちの価値観、意識レベル、これ

から描こうとしている成功へのシナリオ（長期計画）などを見れば、５年後、 

  １０年後は予測できる。現時点での予測は「１０年後にも同じように物足りないと感

じるであろう」ということだ。もっと議論を深め徹底的に良くするためには何をす

べきかを話し合うべきだということが提案の１だ。 

   戦前の価値観（礼儀、修身、道徳、親孝行、正義、愛国心等）がアメリカによって

重視しないように変わってしまった。 

   劇的に改善された学校がやったことは礼儀、挨拶、掃除、身だしなみ、トイレの

掃除に力を入れるということで、そこでは、最終的に学力も上がり進学率も高く

なったと聞いている。躾は家庭の仕事としてそのままにしておくのか、真剣に考

えるのか。議論の余地がある。今はやらなくてもいいことに時間をさいている。

それを整理すれば余裕はできる。これが提案２だ。 

   教育界の人達は「教育がうまくいかないのは社会が悪い」と言う。社会、保護

者、教育界と分けて考えているようだが、保護者も教育界も社会の一員であ

る。では社会とは何か。情報、酒たばこ、テレビ、十分な飲食物、近所のおじさ

んおばさん等と位置づけるとしようか。実は社会とは社会人のことで、全て人が

作ったものである。社会を変えることは人を変えることで、これは教育を変える

ことではないか。これが提案の３だ。 

   教育関係者が「我々は企業にとって都合のよい人材ばかりを育てているわけで

はない」というが、良き社会人と良き企業人に必要なことは同じで、ほぼ見えな

い学力によって育まれる。よき社会人とよき企業人は全くイコールである。  

□  教頭など管理職の登用方法で、仕組みとしてこうすればいいという方向はな 

   いか。 

 民間ではラインとスタッフで住み分けしている。校長は管理的能力を発揮し

て、教えるスペシャリストは給料や権限で待遇するというように、学校運営のシ

ステムを変えていく方法も必要ではないか。 

 校長・管理職によって学校が変わるという意見が多いが、教頭の県民推薦も

あまり機能していない。 

 

○  教頭先生の仕事量（雑務的）が多すぎる。教頭という仕事に魅力がないのでは

と感じ、推薦も減っているのではないか。民間人校長については、子どもたちに

関わりたいという思いの中で先生として働いて、教頭、校長になっていくものと

思っていた。他から呼んできてというのはどうであろうか。 

 



 

- 4 -

○  管理職のリーダーシップは大切だ。教育長は以前「登用は改善されたが、なる

人がいない」と言っていた。素晴らしい管理職には素晴らしい仕事をさせなけれ

ばならない。そのためには、職員会の中で子どもの成長のための論議をしよう

という管理職を作らなければならない。そうすれば管理職に魅力を感じる教員も

増えるのではないか。  

 

○  保護者は、信頼している先生には現場にいてほしいという希望がある。保護者

からの推薦ということにジレンマがあるのではないか。保護者から信頼されてい

る先生が他の先生とコミュニケーションがとれ統括できるかはイコールではな

い。自己推薦を充実させてはどうか。 

 

○  リーダーシップやコーディネート力について、管理職に登用されたときの研修は

しっかりできているか。開かれた学校づくりについては管理職の姿勢が大きく影

響すると指摘されている。登用された管理職に対して、開かれた学校づくりにつ

いての研修はしっかりできているか。 

 

○  自分から管理職登用に手を上げることは現行の制度で満たされている。以前

あった校長から推薦するという道は今閉ざされている。管理職には管理職とし

ての魅力がある。教職員の気持ちと私の教育方針が一致した時には幸せを感

じる。魅力のある仕事として声をかけ後輩を育てたい。リーダーシップのとれる

人を育てたいが、そういう人に声をかけると、「校長の様子を見ていると私には・

・・」と言われる。校長推薦枠があれば、そういう人を推薦できる。校長推薦枠を

ぜひ作ってほしい。 

 

○  県立学校長会でも大﨑教育長にお願いしている。今、自己推薦制と保護者 推

薦制を取り入れて登用しているが、教頭は人を育てることのできる人材でなく て

はならない。学習指導もできる、生徒指導もできる、問題解決能力のある教頭 で

なくては困る。校長が普段から見ていて、この人にさせたいと思う人を推薦で きる

形で取り入れてもらいたい。長年の夢だ。 

 

□  ぜひ、提言に入れておきます。 

 

○   ここ３～４年は校長登用は狭き門であった。今後しばらくは団塊の世代の退職

が多くなり、高知 市の管理職は、ほぼ半数が入れ替わる。校長・教頭登用に手

を上げる人数が間に合うか。また、適格な人が登用されるのか懸念される。県立

学校を含めて、校長が何人定年を迎えるのか、経年的なことと、今後の見通しを

示してもらいたい。 

 

○  校長が自分のところの職員を教頭・校長に推薦することについては、制度とし  

てはないが、とても重いものである。役に立たないことはない。実態として、校長  の

推薦は決定的に重い。校長が推薦しない者を管理職にした例はない。 

 

○  ならせたい人に声をかけるが、「今の管理職の様子を見ているとなかなか大  

変だし、私は子どもたちと共にいたい」という理由で、なかなか受験はしない。自  

分で立候補した者に推薦を書くが。私たちがならせたい人、ふさわしい人になっ  て

もらえる制度を考えてもらいたい。 
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□  校長の声の届くような仕組み（枠）を広げてほしいという声としてまとめておき  

ます。 

 

○  管理職には学校運営力が問われている。子どもたちや教職員の状況も厳しくな

っている。その影響もあり管理職の仕事が多すぎて、なりたい仕事に見えない

のではないか。管理職の負担軽減を考えるべきである。教育委員会も管理職と

日頃から連絡を密にし、現場をバックアップすることが大切である。 

 

○  ２人教頭であるが、非常に多忙である。ファイルも多いし、会も多い。校内の会

議も多い。現場と委員会のスリム化が必要である。 

 

□  忙しければ役割を分担することはないのか。 

 

◆  年度当初に教務主任に分けるなど分担できる。生涯一教員でという人もいた

が、「担任として子どもたちと接してきた指導力を、管理職として発揮することも

責務ではないか。トップとなって他の先生をまとめることは、長年経験した者の

務めではないか」と声をかけた。 

   一人の先生を支えあう職場を作ることは管理職の仕事でもあるが、職場の同僚

とともに喜びを味わうという方向に持っていけば、みんなから支援が得られる。

共有、共働、共学、この三つは組織力を高めるために大切である。 

 

□  管理職の登用、管理職のあり方、学校の運営の方法については、今日の協  

議を基に、次回までに座長団でまとめる。 

   なお欲しいのは、学校運営の仕組みはどうあるべきかについてだ。物理的・  

制度的にこうすれば良いというものがあれば次回出してもらいたい。 

 

□  長期の社会研修は今後続けるのか。 

 

●  国費の支援があるので、ある限りはやろうと思えばやれる。 

 

□  必要であるという評価が出ているが、時期については議論の余地がある。 

 

○  この長期社会研修の問題としては、時期のことがある。文部科学省との絡み

で、年次の縛りがあるのか聞きたい。ないのであれば、実施を前提として、いつ

が本人にとっても良く、学校にも迷惑をかけないのか、各市町村にアンケートを

とってほしい。 

 

○  ２年次には問題がある。研修は大切であり、自分の課題をしっかり持った中堅

教員の頃にやってはどうか。ただし、１０年目に企業へというのではなくて、大学

など本人の希望するところへ研修に行くのが良い。 

 

 

○  １０年目、１５年目で企業が受け入れるかという問題がある。早い段階がいい。 

 

○  「視野が広がった、行ってよかった」という声はある。しかし、普通には企業への
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礼儀上良く書く。無記名でよいので、以前体験した人に意見を聞いたらどうか。 

 

○  教頭か教頭に近いスタンスの中堅教員を受け入れている。２年次より、指導力

を発揮しなくてはならない立場の人が研修した方が、少ない人数で波及効果が

大きいと考えたからだ。 

   長期社会体験研修には基本的には賛成ではない。問題対処だからだ。教員が

ずっと学校にいると視野が狭くなる。だから社会体験研修をということだが、だ

んだん視野が狭くなる、社会性がなくなっていくという風土が問題である。その

風土を変えることが本当の問題解決である。 

   国から援助が得られる範囲の中で、効果的な学校の先生の勉強ができる場を

考えてほしい。 

 

 

○  ２年次は大切な時期である。何を目的に行うのか。採用の年にやったらどう  

か。 

 

◆  研修を受けなくてもよい人を採用したらよい。一律ではなく先生の個性に合わ

せて、できるだけ学校を離れずに、本人の中味やスキルについてやってはどう

か。 

 

□  やり方は、いろいろあるが、方法を考えてやったらよいという結論だ。 

    

 

                             

意見交換：教育改革全般についての協議   

                  ○委員  □座長団 ◇オブザーバー   ◆教育委員 ●教委事務局 
 

□  柱ごとの議論は一通り終わった。浮き彫りになった課題を根本的に解決する  

ためにどこに重点をおいて対応すればよいか意見がほしい。 

   まず、公立中学校問題を切り口に議論する。中学校では学力低下、いじめ、  

暴力、不登校など課題が山積している。 

   議論の前にこの会としてはどのような子どもを育てるかについて確認した   

い。これについては、第２期土佐の教育改革を考える会で「郷土を愛し、世界に  は

ばたく、心豊かでたくましく創造性に満ちた子どもたちの育成」ということが理  念で

あった。これは変わりないと思う。 

   ２点目は、「そのために高知県の公教育はどうあるべきか」ということも議論し  

たい。公教育の役割は、義務教育終了時までに、基礎的な学力、豊かな心、健  康

な体の三つのバランスのとれた生きる力を獲得できるようにすることだ。この  ２点

について再確認していただきたい。 

   では中学校問題の解決に向けて、どう対応していくかについて議論をお願い  

したい。特に地域間格差、学校間格差について議論してもらいたい。 

 

○  高知市は、この２年半にわたり不登校を生じさせない学校づくりに全力で取り組

んでいる。高知県の不登校の発生率は、平成１３・１４・１５年とワースト１位・３

位・１位。平成１６・１７年はワースト５・４位である。全国最悪の状況であり、この



 

- 7 -

不登校問題は、現在の本県の学校教育のあり様に警鐘を鳴らしていると認識し

なければならない。 

 授業がわからない、自分の居場所がない、教員が信頼できないということが

原因であり、全て学校、教育委員会の責任として取り組んでいく必要がある。 

 特に、中学校の授業の改善が求められている。本県では中学校の授業はこ

んなものであるという、低いレベルで納得してきた歴史がある。一方的な講義式

の授業を改革していくことが必要。小学校では、教材を持ち込み、発問を工夫し

ているが、中学校には、知識を注入しなければならないという思い込みがある

のではないか。これでは、子どもたちに生きた知識を獲得させることはできな

い。都市教育長会でも、どの教育長も異口同音に中学校の授業が課題である

と言っている。 

 不登校の子どもを学校に来させ、新たな不登校生を生まないためには、授業

改善がポイントになる。 

 中学校での授業改善を、今後の本県の教育改革の一つの焦点にしなくては

ならない。 

また不登校問題に対して、県下的にどういった方向性でいくのか、次回のま  

とめの議論で整理してもらいたい。 

 

□  中学校の学力をあげるための方策についてお願いしたい。 

 

 

○  次回出席できないので、解決策を三つ申し上げる。 

① 採用、昇任試験の面接の時間が短い。この時間ではノウハウ本でクリ

アできる。時間を長くして慎重に審査する必要がある。 

    ② 生徒による授業評価を導入して効果を上げている学校が多くあるにもかか

わらず、全県下的にはやっていない。生徒の評価を取り入れて絶えず授

業を改善していく方向にしていく必要がある。 

    ③ 人事考課は非常に複雑で、導入のプロセスで組織において実際に人事考

課をやってうまくいった人たちの意見があまり入っていない。学問の角度

から勉強した人の意見が取り入れられた人事考課になっているところが

問題である。学校の先生方全員から評価を受ける双方向評価はどう

か。これによって激変するという確信がある。 

 

○  中学校も高校生も１年生の時は緊張感、新鮮味、好奇心にあふれている。中

学校２年生、高校２年生になると、受験に対する強迫観念や特定の周辺環境が

なければ、中学生、高校生らしいことに興味が移動する。その代表的な方向が

部活である。活動の中心になり、その中でリーダーシップも学ぶ。 

   ２年生で習う内容がその教科に大きな影響を与える教科もあるが、中３で持ち

直し、高３でもすばらしい成果を上げている。CRT の数値が下がっても何ら問題

はない。 

横田委員のレジメにＥの項目を付け加えたい。「Ｅ．１０年前に予想したレベル

以上に効果はあがっている。」に丸をつける。 

 

□  小中の連携という点での意見はないか。 

 

○  「地域の子ども」として一緒に育てようという意識は進んだ。今日は高知市の小
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中連携の日である。お互いに相互乗り入れなどしていても、建前になってしま

う。そこを越えるためには、教員同士のつながりを強める必要がある。 

 

 

○  高知市の中学校問題をなんとかしなくてはならないということについては、数年

来保護者の間からも声が上がっていた。この３年前から私たちも各中学校を訪

問し、見せてもらって管理職と意見交換するようにしているが、開かれていな

い。保護者・地域に開いて投げかけができている学校は成果があがっている。

それができていない学校が難しい問題を抱えている。教員のやる気、授業の姿

勢も違う。授業を楽しくしている先生の授業は、子どもたちも見入るようにしてや

っている。 

   楽しい授業づくりに力を入れるためには、学校の中の多忙感を解決しなくてはな

らない。事務処理的なものを簡素化する。部活についても体育指導員など外部

の手を借りるなどして、授業研究に力を入れることができるようにしたらよい。教

職員にアンケートをして保護者や地域の人にどういうことをしてほしいか聞いて

みたらどうか。地域や保護者が応援できたら、教職員も子どもたちにもっと目を

向けることができる。 

 

○  家庭環境の善し悪しにまで言及しなければ、学力は能力と努力の結果である。

もし、学力の定着・向上の成果をＣＲＴの結果に求めるなら、その内容は能力と

努力、または努力を問うものでなくてはならないのではないか。努力も欠くこと

はできないが、大いに能力を問われる算数（数学）と国語に限って、学力の定着

・向上の判断材料にするのは危険ではないか。 

 

○  中学校は学べるような環境にあるのか。社会の乱れも併せて直していくことを

考えていくことが求められる。学校と親との関係も薄くなっている。保護者・学校

・地域の信頼関係を築くことと連携を取ることが大切である。また、県教委から

の文書も減らさなくてはならないし、学校を集約した中でやっていくことも必要。 

 

 

○  本県ではこれまで、中学校の授業改善の流れがなぜできていなかったのか。

一つは教科の壁があるということだ。本県では、これまで研究授業をしても、教

科の専門性があり、他教科の先生はわからないということと遠慮があってもの

が言えない雰囲気があった。義務教育段階の授業は、専門知識だけで見る授

業ではいけない。子どもがどれだけ集中しているか、集団としての力を高めるこ

とができたかなど、高知市では授業を見る場合の共通の観点を取り入れた取り

組みが始まっている。 

   中学校の職員会に順次出向き、全教職員と対話しているが、連続して二つの中

学校で、ここ１～２年、私立中学ではなく地元の中学校へ入学する生徒が増加

し、来年度も新入生の数が読めないという学校が出てきている。これも授業改

善に取り組んできた成果であり、良い方向にあると思う。 

 

○  どのような子どもを育てるかについては、中学生であっても大人と混じって、  

堂々と自分の意見を言えるような子どもを育てることである。 

   中学校での条件整備の面で３０人学級は効果が上がっている。 

   部活は教科課程に位置づけられていないこともあり、指導者により考え方が  
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異なり、教職員全体で考えることができない状況にある。教育活動の中で、部  活

動についての考え方をまとめることが大事である。 

 

○  僕たちが中学生の頃にもしんどい学校はあった。構造的問題である。学校間格

差がいかに作られていったかということを考えなくてはならない。就学援助率の

差がＣＲＴの結果に出ている。その格差の現実に対して、荒れたからその学校

に加配という、一過性の手立てですごしてきていないか。再チャレンジも結構だ

が、一回目のチャレンジでいかにハンディの無い状態で、子どもを社会に出して

やるかということだ。そこに必要なものは、できるだけバラツキのない学力であ

る。ここを重点にするんだという県民の世論がいる。教育改革予算は下がって

きている。森林環境税のように１人５００円というようなものが、教育の重点施策

に向けてできないか。これによって県民世論が喚起できるのではないか。 

   また、例えば県内の様々な文化活動の収益の１％でも子ども基金とし、文化活

動を企画したり参加することが、次の社会を担う子どもたちを育てるんだという

意識を持たせるような取り組みはできないか。 

 

 

○  小中で連携して一貫してやらなければならないことと、小中でそれぞれやらなけ

ればならないことがある。小中で連携してやらなければならないことは、中学校

区でそれぞれ話し合い、実情に応じた方法で行うべきである。 

   小中で一貫して取り組まなくてはならないことは見えない学力である。教師とし

て大人として道徳的価値を教えるべきである。 

   森晋三先生は①あいさつ②履物を揃える③立腰の三つを教えたら、子どもは育

ってくると言っている。義務教育に幼保を合わせて取り組んでいくようにしたい。 

 

□  １０年前の「土佐の教育改革を考える会」で、公教育はいかに落ちこぼれをださ

ないかが大事だと言ったら、知事は日本一落ちこぼれのない、いじめの無い数

字が出たら、それでいいですよと言った。中学校問題については授業改善など

の改善点が出た。 

 

               ・・・・・休憩・・・・・・ 

 

 

□  地方分権の時代に、高知県独自の公教育のあり方をどう考えるか。また、地域

間格差、学校間格差をどう解消していくのかについて議論を願いたい。 

 

 

○  先ほどの意見にあったように、ワンコインで公教育を支える。そうなればうれし

い。中学校問題について話し合わされたが、これは高校にとっても同じことだ。

その意味で生徒が楽しいと思ってきてくれる学校づくりは大事だ。 

   教育改革の当初から取り組んでいる授業評価システムと開かれた学校づくり推

進委員会は、全国に誇れる先進的取り組みである。ここは各中学校、高校とも

に授業評価システムをきちっと取り組んでいけば、授業改善につながっていく。

私の学校でも県教委の支援を受けてシステム化して取り組んでいる。 

   また、開かれた学校づくり推進委員会の中で、学校評価について話し合うべき

である。生徒にも教員にも保護者にも地域の皆さんにも議論してもらったら、学
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校はまだまだ改善していく。せっかく土佐の教育改革１０年で取り組んだ手段を

教育向上のために深化させるべきだと思っている。 

   どのような子どもを育てるかについて、森晋三先生は、時間を守れ、場を清め、

礼を正せと言っている。先生も生徒もベル着をするように、机の回りをきれいに

して授業を受けるようにと私も常日頃から言っている。 

 

○  参加と共同、子どもたちが主人公、風通しのよい職場の三つのキーワードで話

をしてきた。子ども、教師、家庭、地域がバラバラになってはいけない。家庭の

問題でも家庭のネットワークも可能性としてはできる。 

   「子どもたちが主人公」ということは、子どもたちが主人公である授業であり、子

どもたちが主人公の学校になることだと思う。 

   私立と公立の問題について、公立に可能性があるのは「開かれた学校づくり」で

ある。これを進めることにより私立にはない、公立でこそできる「可能性」があ

る。部活については、社会教育の力を借るべきだ。私はこれらのことをこの会で

確認してきた。私はこの意味で、この会は良い会になったと感じている。 

 

○  他者との関わりのもてる子どもにしたい。学力については中３で最終的に戻る

ので問題はないと言われたが、その通りである。しかし、中間層がなく、高と低

の２こぶになっていることが問題である。背景には生活環境の問題などさまざま

な問題がある。 

   総合評価書の子どもたちのコメントに出ているように、中学校の学級の中で、勉

強する雰囲気より人間関係を保つために目立ちたくない雰囲気があることが気

にかかる。人にどう見られるかが気になって人間関係を保つことで精一杯であ

る。大阪の布忍中学校のように、学力をつけるためには人とのかかわりが保て

る環境づくりが重要である。その意味では、高岡中学校で成功したのであるなら

ば、中学校での少人数制を思い切ってやってみることにも可能性があるのでは

ないか。 

   「子どもたちが主人公である」という市民感覚が教育界に持ち込まれたということ

が教育改革の成果として重要である。市民感覚の中には、確かに公立より私立

にいきたいというものがある。その裏には「公立にいけない」という市民感覚が

ある。公立をなんとかしたい。 

   目標としては、半ば冗談であるが、私立をつぶすくらいの公立学校をつくること

をめざすことだ。そのためには授業改善。わかる楽しい授業をすることである。

教科書レベルではない、新しい、こんな授業があれば学力は伸びるというよう

な、学力を伸ばすカリキュラム開発など高知大と協働で取り組むべきである。 

    これからの公教育は少人数教育、教師の指導観を変える、目標としては他者

とのかかわりのもてる子どもを育てる。これを目標としてはどうか。 

 

□ 温度差の解消方法についてはどうか。 

 

○  子どもは急に育つものではない。手間ひまかけて育てなければならないもので

ある。１０年これだけやってきて次にどうつなげるかがこの会の趣旨である。 小

中をくらべると、小学校の授業のほうがはるかによい。中学校の先生は、小学

校の授業を見習うべきである。 

   １０年間共に取り組んだ私にも大きな責任がある。その立場から「小中一貫の重

要性」「学校は授業で勝負する組織である」「教育事務所の役割は何だったの
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か。これからどうしたら良いのか」という三つの話をしたい。 

   高知大の教育学部で学生に講義をした際に、教員になるならば板書が大事で

あると話した。黒板とチョークが原点である。「パワーポイントはノートにとれな

い。メモとなる。板書はノート作りにつながり、学習の軌跡となる。板書は教師と

子どもとの心のコミュニケーションである。」という教員の感想もある。こんなわ

かりやすいことを大切にしなければならない。 

   次に、小中一貫の重要性について。中高一貫よりも小中一貫が大切である。不

登校児童生徒は、小学６年生で全国で約８０００人いる。これが中学校１年生で

は２４０００人になっている。これは６・３・３制の中で小と中に大きな溝がある証

左ではないか。小中連携は進んできたが、小中は別世界で、連携の域を超えず

一貫となっていない。一貫とは二つの校種の壁を取り除くことで、そのために

は、子どもたちの生活リズムとシステムを改善する必要がある。 

   学童期は４年生ごろまでで、小５～６年生は思春期を迎えている。思春期は親

や先生よりも友だちを大切にする時期だ。小中の教育の違いはこの発達段階

の違いの中にある。 

   小学校５～６年生は１人の担任による学級指導より、多くの先生と出会う教科担

任制の方が良いのではないか。小学校高学年になれば、中学校への準備段階

として教科担任制を導入するような改善をしてはどうか。 

   授業技術の向上は数多くの公開授業につきる。授業改善のために教員が勉強

するという学校組織・環境を作ることが大切だ。「授業で勝負する」ということを

あらゆる機会に叫んでいくべきだ。今後の土佐の教育改革のスローガンにして

いきたい。 

   戦前の師範教育は、スキルを徹底的に叩き込んだ。良い授業のポイントは美し

い板書、表情や声、教室の環境の整備である。最も大切であるのは子どもたち

の表情に注目することである。学校長は授業力向上の先頭に立つべきである。

誰でもできることを今日からでもやろう。 

   横田委員さんの評価は私には残酷であったが、それに耐えるにはできることを

毎日積み重ねるしかない。 

   教員の指導力向上や授業改善のために、教育事務所の果たした役割や担って

きたことがこの会の意見に上がってきていないが、評価するべきである。学校か

ら依頼があればすぐ飛んでくる教育事務所の支援にとても感謝している。率直

に公平に評価するべきだ。 

 

○  現状に対する満足からは向上はないので、反省に立ち、問題意識をもって考え

ていこうという意味での発言である。教育界の努力が足りないという趣旨ではな

い。 

   挨拶する、整理整頓する、服装を整えるということは教育であるのか。言われた

子どもは言われたようにするであろうか。これらの見えることがらは見えないこと

によって支えられているということが、見える学力とともに、見えない学力が重要

であるという議論とつながっている。 

   見えない部分を見えないままにしておいたり、見えないので大事にしなかったり

しがちである。大事であるのは見えないことを見える化、数値化、言語化してい

くということではないか。見てわかるものに注目しすぎではないか。採用・登用の

面談時間を長くしようというのは、この観点から言ったことである。 

   どうして勉強しないのか、どうして騒ぐのか、どうして不登校になるのかということ

について原因が分かっている人は少ないのではないか。原因が分かってアプロ
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ーチしていけば改善していくのではないか。 

   上司が部下を理解するには１年かかるが、部下が上司を理解するには３日でよ

いという。小学生も高学年になると先生をよく見ている。 

   先生方が自分を見る鏡を持つことが、見えないものを見える化するということで

あり、授業評価や、双方向評価につながる。今の人事考課は労力がかかり効

率が悪い。それを補正する意味で双方向評価を導入してもらいたい。手間がか

からず集計も簡単で精度も高い。自分が周りからどう評価されているか、自分

がどういう先生であるのか、自分が将来どういう教師になりたいという理想と現

実とのギャップなどが手にとるように分かる。 

 

□  教育的風土という点において、家庭・地域の教育力の再生については課題が

残っている。 

 

○  この「つなぐ会」には、希望をもっている。２回目には家庭の教育力について発

言した。それをベースにこれからもＰＴＡ活動をしていく。 

   不登校のある学校の校長が「不登校の子どもは学校を拒否したのだから、私は

これ以上何もするつもりはない。」と発言したことがあり驚いた。不登校を無くそ

うという運動をはじめようとしていた矢先であったので私たちはショックを受け

た。県教委の評価も高い校長の発言だが、そういうことを言っているということを

県教委は果たして知っているのか。そういう人物を校長にした行政の姿勢が問

われてくるのではないか。 

   主人公は子どもたちである。そのために保護者、学校、行政がそれぞれの責任

を果たすことが出発点である。病院では、患者さんによって同じ方法では効果

がない。その人にはその人に合ったリハビリがある。子どもにもそれぞれに合っ

た指導というものがあるという点を理解してもらいたい。 

 

○  違和感をもったのは、「子どもたちが主人公」という言葉で、これはひとくくりにし

過ぎている。「子どもたち一人ひとりが主人公」ではないか。追手前高校の進学

率が高いのは、学区が全県であるので高知市内の生徒は少なく、郡部の小規

模校からの入学が多く、一人一人の子どもに合った学習がなされてきたからで

はないか。先生の中に、予習と復習を前提に一斉授業では質問は受け付けな

い、ただし個別の質問は全部受け付ける。復習を前提にしてテストで確認して

次へ進めるという先生がいる。それを子どもが楽しんでいる。これを小学校や中

学校でできなかったのかと思う。 

 

 

オブザーバーとしての専門家の総括的意見 

 

□   総合評価書に評価のコメントを載せられている、専門家の先生方４名が出      

席されているが、この会に初めてご出席いただいた３名の方に本日の議論を踏    

まえた感想や、今後の方向性などについて、ご意見をいただきたい。 

 

◇志水教授 

     これだけの規模で自由闊達な意見が出る雰囲気はすばらしい。「子どもが 主

人公」であるということで、この場に中学生や高校生など子どもがいてもよかっ
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た。中学校問題には若いころから取り組んできた。 

   高知新聞の石川氏は、中学校問題は昔から構造的にあったと言っていた。同感

だ。中学校の問題は階層問題だ。都会では厳しい住環境とともに、学力を求め

られ競争が求められる。高知では心豊かな暮らしがあり、よさこい祭りのように

人生を楽しむ伝統がある。都市部とは暮らしぶりが違う。 

   中学生になると、学校文化にひかれる階層と、学校文化に反する消費文化のよ

うなものにひかれる階層に構造として分かれる。能力という点では、学習習慣と

いう点で家庭と直結する。 

   大阪府の学力テストの分析では、小学校・中学校の国語は得点分布が中間層

が高い山形であるが、中学校の数学になると得点分布が鯨のような形になって

いる。中３の英語は重ね餅のような形で、府教委の担当者はエアーズロックと

言っていた。私たちは危機感を持っている。 

   塾に通っている子どもは、中間層が高い通常の山形で、塾に通っていない子ど

もは、中間層が落ち込んだ二極化した状態で、カーブが違う。平均して平たい

形の得点分布になっている。塾に行かなければならないと言っているのではな

い。今の日本の状況を見ると、家庭環境の格差の問題があって、中学校の数

学・英語の授業だけでは基本的なレベルに達しないという子どもたちが大阪で

は多くなってきている。週に３時間の授業だけで、家に帰っては何もしないという

状況である。 

   高知県のＣＲＴの結果を見ると、中２中３は落ち込んでいて、全国平均にくらべて

もしんどい状況があるが、決して全国に上回る必要は無い。上がってないといっ

ても、下がっていない。本来落ちていたかも知れないものをこの１０年の改革で

支えたということが事実ではないか。小学校高学年では上がっているし、高校で

は進学率が上がっている。トータルに見ると、この１０年間は無駄ではなかっ

た。成果があったと見て良い。 

   平均点は問題ではない。それぞれの地域に固有の人々の生活があるのだか

ら、都会と同じ進学率を求める必要はない。ただ、中学校卒業時までに確かな

基礎学力をつけることは決定的に大切であり、施策として、公立学校で授業で

しか学力を伸ばすことのできない層をしっかり育てたいということが重点課題に

なる。これに成功している学校は、学力だけに取り組んでいるのではない。学級

の中の集団づくりに手間をかけ、一人ひとりの居場所をつくり、みんなの顔が輝

いているなど、学校の環境を整えることによって基礎学力も身に付く。 

   学力向上を考える時にも、学校を開く、教員の資質を向上させる、不登校を減ら

す取り組みをするなど、連動しながら全体としてせり上がっていく方向が望まし

い。 

   このような多面的な方法は、高知のこどもたちには長期的に効果があると考え

るので、この方向で続けてもらいたい。。 

 

◇大場副学長 

     「子どもが主人公」というのは、座標軸のどこから子どもが入っているのか不安

を感じる。胎児期からすでに父親・母親の喜びの中に登場して主人公になる。こ

こから座標軸に入っているのだろうか。就学前の６年間は、スパートのすごい時

期で、義務教育の６年間と同じくらい重要な時期である。子どもの時間というこ

とが、「子どもが主人公」ということの中でどう教育者・保育者の間で位置づけら

れるのかについて明確に議論されていない。決して暦時間のような物理的なも

のではない。 
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   何をもって子どもが主人公であることを確認できるかは、教室・保育室の中での

事実でしかない。子どもの事実について語り合う時、「同僚性」という言葉の意

味が出てくる。 

   幼稚園と保育所の教員・保育士の議論の最初の第１歩は、互いの実践を見るこ

とから始まった。子どもの事実で話し合うことが大切である。お互いの実践を見

合おうというところが第一歩であり、今後の研修の核は相互交流を深めることで

ある。 

   就学前の保育者が、義務教育の第三者評価に重要な存在であることを視野に

入れておいてほしい。 

 

 

◇八並教授 

      まず一つ目に、共働的、組織的な生徒指導、チームサポートによる組織対応

を確立する必要がある。 

   ゼロトレランスの前に「暴力」の背景をつかむべきだ。背景には、児童虐待があ

り、ＤＶがあり、経済的困難があり、非行集団の存在、携帯やインターネットによ

るネットワーク社会がある。子どもが暴力行為を繰り返す背景には、このように

複雑なものがある。教師が一人であるいは学校が単独で対応できるかと言え

ば、できる場合とできない場合がある。そこでは、教育センター、学校など教育

機関の連携による教育的対応だけではなく、福祉関係機関との連携、医療機

関との連携、警察との連携が必要になる。また、ＮＰＯ、ＰＴＡ、社会教育団体と

の連携も必要になってくる。 

   そこで、教師には「つなぐ力」が必要であり、コーディネートする力が求められる。

ただし専門職として法的理解、文書処理能力、保護者への説明能力も必要で

あるし、実践の積み重ねなどを具体的につけていくことも求められる。中学校で

の問題行動の遠因は小学校時代にあったりする。できないことがあるとすれば

どこに協力を求めるか。学校が全てを抱えると破綻する。子どもの状態に応じ

た協働的体制が必要である。 

   学校現場は、マンパワーが不足している。教員が高齢化し、間もなく大量退職の

時代になる。学校での生徒指導体制を作っていくうえで、教員が教員の中で育

っていくような人事的配慮が必要である。 

   二つ目に、事後対応ではなく、予防という観点から生徒理解の組織的なシステ

ムの導入が求められる。問題が起きてからようやく生徒の姿が見え出すような

現状がある。 

   授業改善のない生徒指導はありえない。私も自分の授業を素人に見てもらって

アドバイスをもらっている。管理職の先生やスクールカウンセラーは、実際の教

室を見なければならない。教室を見たことのないスクールカウンセラーが教育

相談をできるだろうか。スクールカウンセラーは教室の中の生徒を見たり、保護

者面接を繰り返したりしなくてはならない。生徒理解のシステムを作っていくこと

が、学力向上にもつながる。安心・安全な学校をつくるということの鍵になる。 

   三つ目に、キャリア教育である。幼保から小中高まで段階的なライフスキルの育

成など、キャリア教育をどう具体的に進めていくかが重要である。子どもたちも、

その保護者も将来に対して心配している。 

   四つ目に、一人一人の子どもを置き去りにしない教育のために、児童自立支援

施設の子どもにも目を向け、その教育的課題を議論の場に上げてもらいたい。 

   最後に、ビジョンは明確で少なくするべきであるが、実践は独創的で挑戦的であ
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って良いのではないか。この会議のメンバーで、どこかの中学校へ行って話し

合うとアイデアも湧いて議論も変わってくる。学校現場では話し合う機会もない。

現場を知ることが大切。 

 

校長の退職者数について教職員課長から回答 

 

   退職者の実績と推計について説明する。 

   平成１５年３月  小中３１   県立 ７    計 ３８ 

   平成１６年３月  小中４８   県立 １５    計 ６３ 

   平成１７年３月  小中３１   県立 ７    計 ３８ 

   平成１８年３月  小中２５   県立 ６    計 ３１ 

     平成１９年３月  小中２５   県立 ８    計 ３３ 

   平成２０年３月  小中４６   県立 ６    計 ５２ 

平成２１年３月  小中６２   県立 ５    計 ６７ 

   平成２２年３月  小中３９   県立 ６    計 ４５ 

     平成２３年３月  小中２７   県立 ８    計 ３５ 

  ６０歳で退職と考えて２１年３月がピークになる。 

  教員の構成は４３歳から５０歳が団塊で多い。 

 

 

□  テーマを絞り込み過ぎて、感性を養う教育に大切な「土佐の自然や郷土とのか

かわり」や「予算についての知恵」も出したかったが、時間の関係で議論できな

かった。 

   １１月１日の座長団会議で、みなさんの３回にわたる議論を、座長団としての意

見も出して論点整理し、次回第４回の会議に提示する。そこで議論をしていただ

いて磨きをかけてこの会の提言としたい。 

 

・事務局から、次回１１月２２日（水）の開催について連絡があり、閉会。 

 

 

 

 

 

 


