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第２回「教育改革１０年を未来につなげる会」

議事要旨
13:00 17:00日時 平成１８年９月２２日（金） ～

場所 高新文化ホール

出席者 教育改革 年を未来につなげる会委員 名10 27
高知県教委委員会 宮地委員長 南委員

渋谷委員 山崎委員

大﨑教育長

高知県教育員会事務局

・ 前半は特別支援教育課長からの「特別支援教

育の推進」についての説明とそれに基づく意見

交換があり、その後、小中学校課長と児童生徒

支援課長から「豊かな心を育む教育の推進」に

ついての説明と引き続きの意見交換が行われ

た。

・ 後半は、生涯学習課長からの「家庭・地域の

教育力の再生・向上」についての説明に引き続

き、教育政策課長から「学校・家庭・地域の連携の強化」についての説明があり、一

括して意見交換が行われた。

・ 主な意見は以下のとおり。

意見交換：特別支援教育の推進

○委員 □座長団 ◇オブザーバー ◆教育委員 ●教委事務局

○ 第２期土佐の教育改革の６本柱の中に障害

児教育の推進があげられたことは、この教育

に従事する私たちにとってはうれしいことだっ

た。特別支援教育とは特別な子どもたちを教

育するのではなく、教育の方法に少し特別な

手法があるということである。

特別支援教育を巡る国の改革の流れの中

で、（盲・聾・養護学校）のセンター的役割が強く求められるようになり、各校は

保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校へ支援に行こうという心構えでい

る。

学校関係者はこうしたこと（センター的役割）を活用していただきたいが、ほと

んどの学校ではまだ関心を持っていただけていない。関心を持っている学校は

何度も活用しているが、関心のない学校はこちら（盲・聾・養護学校）から話しか

けても関心を示していただけない。その大きな要因は市町村の特別支援教育

への理解が進んでいないことと、小・中学校、高等学校の管理職の理解が十分
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でないことにある。

小・中学校等の障害児学級の担任は、周囲（同僚）に（障害児教育の）専門

の人がいないのでとても孤立感を持っている。そのため、盲・聾・養護学校が主

催する研修会へ参加しようとしても、管理職が出してくれない。また、教育センタ

ーと合同で主催している研修でなければ参加を認めてもらえず、年次休暇をと

って参加しなければならないという事実がある。

ぜひ市町村での特別支援教育への理解の促進と、管理職の（特別支援教育

についての）研修を進めてもらいたい。

一方、盲・聾・養護学校教員の免許の保有率はとても低い。特に高知県は低

いため、新しい人事評価制度のもとで、自己目標の設定や面談を通して免許取

得に向けての指導を行っていきたい。

○ この１０年間で教育行政も相当変わってきており、障害児学校と障害児学級

の間の実践的な連携が進んだ。こうしたことは障害児学級の専門性の向上に

関しては評価できる点である。高知県障害児教育振興対策協議会の中で障害

児学級の課題が据えられたことは画期的であった。しかし内容を細かく見てみ

ると、障害児学級担任の資質に限定されて、学級の制度や機能への言及が不

十分ではなかったかと思われる。「つなげる会」の提言では、この点についての

言及が必要ではないか。

○ 特別支援教育の理念はよく理解でき、、教員の資質や情熱がやはり大切で

ある。特別支援学校のセンター的役割の中では専門性を持った教員が必要で

あり、そのための研修も必要である。

特別支援教育学校コーディネーターが各学校で指名されているが、実際には

ほとんど機能していない。コーディネーターが各学校で機能できる形にしていく

ことが大切である。

○ 障害児学校の総合学科制が進んでいるが、現場の意見が十分に反映されて

いるのか疑問を感じる。障害のある子どもの職域についてもう少し検討してもら

いたい。

また、私は工業高校の生徒と盲・聾・養護学校の生徒の交流学習をしている

が、工業高校の生徒も、相手のことを考えてものを作ることなどについて学ぶこ

とができた。今後もこうした交流学習を進めていきたい。

○ 市町村が何をしなければならないのかを考えていた。山間地域の学校では

少子化が進み複式学級が多くなっている。こうした中で、通常の学級の子ども

と、通常の学級に在籍する支援の必要な子ども、そして障害児学級の子どもに

対応していかなければならず、教職員の負担が大きくなっている。そのため、山
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間地域の学校ではある程度集約して支援をすることを考えていかなければなら

ないのではないか。

○ これまでの分離する形での障害のある子どもの教育から、一緒に学び育つと

いう、共生の考えに変わってきた国の流れについては評価できるところである。

ただし、特別支援教育を巡る国の制度の変化に、学校現場が追いついてい

ない。コーディネーターの役割や個別の教育支援計画についても、現状ではど

うしても個人に任せられてしまい、学校全体で取り組むところまでいっていない。

人的な配置についても、学校が特別支援教育を進めやすい配置が必要で、

県としても国への働きかけを考えていただきたい。

また、施設設備面については行動の自由が保障されて（バリアフリーになっ

て）いない部分がある。この点については、市町村に改善をお願いしたい。

現場ではあまりに多様な子どもたちの実態にとまどいながら、特別支援教育

が全体のものになっていない実態がある。各学校や教員は、どうしていくことが

子どもを育てるためにできるのか自分のこととして考えていく必要がある。

○ 特別支援教育に関することを、ボランティア活動と併せて、今後教員を目指

す方たちのために大学のカリキュラムの中に入れることや、採用後の年次研

修、管理職研修の中に設定していくことが必要である。特別な支援を必要とす

る子どもたちがどういったことを求めているのかを直に知る機会は教職員であ

るならば誰でも必要である。

教職員が特別支援教育に関する研修に参加しようとしても、管理職の理解が

薄く、参加できないということは、リーダーシップを発揮すべき管理職がこうした

知識を持っていないということである。こうした点を研修の中で積極的に取り組

んでいく必要がある。

○ 特別な支援が必要な子どもへの支援体制は以前に比べるとかなり広がりが

でてきており、学校全体で見守っているという面が見られる。ただ、子どもの特

性に合った方法で支援する必要があるのに、軽度発達障害を中心とした子ども

たちの特性が何なのかが理解できていない方がまだまだ多い。専門性の育成

も必要だが、すべての教員が一定レベルの基本的な知識を持っているような体

制を作っていただきたい。

○ 地域の学校に行きたいという保護者の思いは強いが、地域の学校に気持ち

よく入ることができるか、という点では学校の受け入れ態勢に少し疑問を感じた

ことがある。

保育所が支援の必要性を感じていても、保護者との信頼関係がなければ取

り組みにくいという支援の難しさがあり、いろいろな相談機関と連携して取り組

んでいきたい。
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○ 特別なニーズがある子どもを主人公にするには、まずは保護者に理解してい

ただかなければならないが、まだ保護者の理解は進んでいるとは言えない。就

学指導等を行う際、保護者は自分の子どもが特別な支援が必要な子どもとは

思いたくない。その意識を専門性を持ってどこまで変えていくか、どこまで説得

するかは、システムではなく、それに携わる人たちの粘りと質である。そこを充

実し、子どもたちと保護者に関われる体制を作っていただきたい。

○ どの子どもにも学習する権利があり、市町村立の学校でしっかりした教育をし

たい。現在本山町ではとても重度の生徒が小学校と中学校に在籍している。受

け入れた子どもをどうするのかということと同時に、どのような過程を経て障害

児学級の子どもが存在しているのかという点で、市町村の就学指導委員会が

本当に機能しているのかということのジレンマを感じている。市町村が就学指導

を行っても最終的な決定権は保護者が持っている。そこに自分たちの限界を感

じることがある。就学指導委員会が形骸化することのないよう、県レベルでどう

したらよいのか論議してほしい。受け入れた子どもをどうするのかということはも

ちろんだが、それ以前の課題が横たわっている。この点についても議論してい

ただきたい。

○ この１０年間で障害児教育の課題は少しずつ解決してきた。今、出てきている

ことは２期目の中で出てきた新たな課題である。それにどう対応するのかは２期

目の中では答えは出ておらず、これから未来につなげるための課題である。そ

れをどのように解決するのか考えることがこの場で必要なことである。

盲・聾・養護学校と障害児学級の質的向上の問題と、新たに発生してきた通

常の学級にいる（特別な支援を必要とする）子どもへの対応は二つに整理して

考えていくべきである。

この通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする子どもの割合が非常に

大きいということをまず理解する必要がある。従来の障害児教育の対象は全学

齢児童生徒数の１．５％であるが、通常の学級にいる特別支援教育の対象とな

る子どもは６．４％である。これは保育所・幼稚園、小・中学校、高等学校の通

常の学級にいる子どもである。ここを強調しておきたい。

この（６％～７％の）子どもたちの発達を支援していくことは、低学力、不登

校、非行問題の共通の問題でもある。不登校の児童生徒の中にこうした支援を

必要とする子どもはいないのか。実はこれは（調査は）まだ行われていない。

この問題は単に特別支援教育だけの問題ではない。こうした問題のベースに

あることに丁寧に対応することにより改善していく問題である。これは障害児だ

けの問題ではなく、保育所・幼稚園から高等学校まですべての学校の問題であ

るという認識をまずこの会で持っていただきたいし、高知県の全ての教員に持っ

てもらいたい。
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また、専門的な研修の問題は大きな問題である。免許保有率は高知県はダ

ントツに低く、抜き差しならない事実である。ここ３年間の保有率の推移を見て

も、他県や全国平均は上昇カーブを描いているのに高知県は上昇のカーブを

描いていない。免許保有率を上げるための抜本的な仕組み作りが必要である。

そのためには高知大学ももちろん協力をするし、アイデアも出していきたい。

意見交換：豊かな心を育む教育の推進

○委員 □座長団 ◇オブザーバー ◆教育委員 ●教委事務局

□ 第２期土佐の教育改革の理念は「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」であった。ところが、現状はいじめ、不登

校、暴力行為、中途退学については、暗い影のようなものを抱えている。今後、

これをどうつなげていくかを考えてもらいたい。

○ 子どもたちは格差社会の中で育っている。小学生から「いらつく」「むかつく」

「不安」という言葉を聞く。これは「どう生きていったらよいのか」ということについ

ての子どもたちからの問いかけだ。心の在り方は教え込むことではない。発達段

階に応じて、人との関わりの中で身につくものである。教職員が子どもたちと向

き合うことが重要。そういったゆとりが教職員にあるのか。

子どもたちにとって学校は過ごしやすい場所なのか考える必要がある。分刻

みの生活をしているのではないか。十分時間をとって、丁寧に仲間作り・集団づ

くりをする必要がある。教育長の論点の６「温かい雰囲気の学校」がキーポイン

トではないか。

○ 幼稚園に入園して泣く子がいる。母親の愛情が心に内在している子どもはき

ちんと親から離れていくことができる。豊かな心を育てるためには、母親もしくは

保護者の愛情を確認し、心に内在させることが最も重要である。愛情が内在でき

て、初めて子どもの心は外へ向かってひらかれていく。

幼保支援課が発足し、一元的な取組みが始まったが、幼児教育の重要性を

周知してもらいたい。そうすればさまざまな問題が解決するはずだ。幼児教育は

実際に子どもに接することをしないと理解できない。小学校の新人教員に幼稚

園での研修をしてもらいたい。

中教審の幼児教育部会のようなものを高知でも作ってもらいたい。

◆ 就学前教育の問題について、高知県では以前、就学前教育は３つの部署で

担当していた。就学前教育がうまく推進できない原因と考え、統合した。

北九州市では４５年前から幼児教育計画を系統だってやってきた経緯があっ

た。本県では幼保支援課がスタートして４年目。まだ成果を出すまでには至って
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いないが、その中で２年間「高知の子どもをどう育てるかを考える会」で就学前

教育の推進について協議した。

子どもの脳の大きさは６歳で成人の９０％の重さになる。その間に、怒りや喜

び悲しみといったさまざまな感情を感じる細胞が増えていくそうだ。胎児期や幼

児期の環境が悪かったら、そういった細胞が伸びなくなり、一旦枯れた細胞は修

復できないそうだ。胎児の間から脳細胞は育っている。この時にしっかり育てて

おかないと、小中学校で豊かな心の子どもに育てると言っても、時計の巻き戻し

が利かない。豊かな心を持った子ども、不登校やいじめに走らない子どもを育て

るためには、胎児から始まって就学前の教育の部分をどうやっておさえていくか

が今後の大きなテーマにである。

○ 道徳的価値を教え育まねばならない。子どもは周囲の大人を見ながら学ぶ。

なぜいけないのか、それがどういう行為であるかは、子どもはしっかり学ばなくて

はならない。それを教えるのは周りの大人である。それは倫理観、道徳観であ

り、学校が家庭・地域・保護者の方たちと一緒にやっていく必要がある。こういっ

た道徳的価値を身につけて初めて個性と言える。

○ 体験活動、道徳教育、人権教育など、さまざまな取り組みの成果は分かるが、

すべて準備を整えてやらせたに過ぎないのではないか。「子どもたちと向き合お

う」「そのためにはゆとりが必要だ」というが、ゆとりがないのはなぜか。個々の

教員の取り組みになっていないか。それぞれの学校の組織力が弱いのではな

いか。

子どもの豊かな心を育むには家庭が一緒になっていなければできないが、大

人の力をつけずして、子どもに押し付けても無理。小学校低学年ですばらしい授

業を受けた子どもはその教科が得意になる。教師に、もっとしっかり取り組んで

ほしいし、力をつけてもらいたい。

○ Ｑ－Ｕテストの効果検証について、掘り下げて聞きたい。子どもたちのサインを

受け止めるための取り組みを実施してきたというが、正確な検証ができたかどう

かについて聞きたい。

● Ｑ－Ｕも心のサインを受け止める有効な手段だ。これは、学級満足度テストで

客観的なデータが得られる。有効に活用されて、不登校が減少した例もあるが、

十分活用していない学校もある。不登校になりかかっているような場合、いじめ

をうけている場合など、直接教員に話しにくい内容を、子どもが直接訴えること

ができる方法だと考えている。

○ そういった調査の結果、気がかりなことが見つかった場合、保護者とコミュニケ

ーションが取れないケースでは、どうやって解決するのか。別の方策が必要なの
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ではないか。

● 大きな課題である。コミュニケーションの取れない保護者の問題については、

解決策を見つけるには至っていない。

○ 個人情報保護がひっかかるので、県レベルで、例えば児童相談所と学校でど

ういったケースで情報連携ができるかというような取り決めが必要。個人情報の

壁を取り払う議論が必要である。

● 総合評価書２６ページの県ＰＴＡ連合会の評価の中に「子どもたちの生活スタ

イルを改善する。保護者の生活スタイルも見直すように声をかける」「学校とＰＴＡ

がネットワークを組んで、家庭教育をサポートしていく必要がある」という記述が

ある。保護者も悩んでいる。従来の手法を転換し、みんなで取り組む必要があ

る。成功した事例として、安芸市で朝食欠食率を低下させた例がある。

○ 委員は改善策と言われたが、明らかに家庭に問題があるときに教員にできる

ことには限界がある。しつこく家庭訪問に行くのみ。解決しなくても何度でも訪問

する。子どもにはその気持ちが伝わる。親が変わったという例はほとんどない。

改善策を打ち出して解決する問題かどうか疑問に思う。行政とＰＴＡから発信して

いただき、家庭の教育力の再生を図るしか方法はないのではないか。

□ 連携の問題にも広がってきたが、手近にこういうことをやればという意見はな

いか。

○ 高齢化社会をマイナスイメージでみることが多いが、世代間をつなぐというプラ

スイメージで捉えられないか。特定の方がパトロール隊として動くだけではなく、

花の水やりや、犬の散歩などを登下校時にやっていただきたいと呼びかけるな

どすれば、日常的なつながりの中で子どもの育成に関わっていくことができるよ

うになるのではないか。大勢の人がつながることが豊かな心の育成にもつなが

る。特別なイベントとかではなく、日常の中でみんながやれるシステムを取り入

れることが重要ではないか。

○ 豊かな心はゆとりがなければ生まれない。行事の中で子どもたちがいろいろな

ことができるようになったという事例が紹介されていた。文科省は学校教育に競

争原理を持ち込もうとしているが、競争の中であえぐ子どもの現状について、子

どもの権利条約が生かされていない。子どものゆとりについて考えてもらいた

い。

○ 小学校低学年の３０人学級と３年生での３５人学級の実施により、公教育とし

て子どもたちにできるだけ平等なスタートをという手厚い施策が、ひいては中学
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校以降の学力問題の解決にもつながる。

就学前教育の部分でどうやって連携して子どもを育てるかということは共通

の理解ができたのではないか。

道徳教育と人権教育はさまざまな取り組みがなされているが、一人一人の教

師の本気度が問われている気がする。問題行動を起こすような子どもであって

も認められたいと思っている普通の心を持っている。これらの気持ちを耕すこと

が重要。仲間づくりと組織的対応が必要だ。

○ いじめ、不登校、長欠等々の問題について、学級担任がいかに関わるか、そ

の力量にかかっている。年次研などでの研修の充実も必要だ。

データを見ると、中退率については、全日制の専門科以外は全国よりも低い。

全日制の専門科に中退の課題があることが分かる。本県では普通科志向が強

く、普通科に進学したいけれども、専門科に進学して、進路変更を理由に中退し

ていくという形が見られる。根本的に中退についての対策を考えると、このあた

りの改善も考えなくてはならないのではないか。

○ 工業高校で学級担任をしているが、４１人の学級で４月から遅刻が１回しかな

い。教師のカウンセリングマインドが重要だと思う。Ｑ－Ｕは課題のある２クラス

でしか実施していない。入学時に全クラスでの実施をお願いしたい。スクールカ

ウンセラーの校種間を越えた研修に、我々主任が気軽に参加できるような研修

もお願いしたい。

● 委員の質問に対して、私の方からお答えする。

Ｑ－Ｕの有効性は実証されているが、現場でどれほど理解されているかは不

明。導入しだしてまだ２年ぐらいである。この効果をきちんと現場に伝えているか

どうかが問題だ。

小さなサインを見逃さないチェック体制についても、児童生徒支援課が考案

し、ここ２年ほど前から現場にアプローチをかけているところである。まだ、掘り

下げて検証するには至っていない。本来ならいいものであれば２年もすれば現

場で普及しなければならない。いいと分かっていても、普及しない現状に土佐の

教育改革の大きな問題点がある。

コミュニケーションのとれない保護者への対応は、個々人の努力によってしか

解決しない限界のようなものを感じる。これを乗り越えるためにどうすればよい

か、どこをゆさぶったら解決するかという問題がある。

家庭・地域の教育力の再生・向上 学校・家庭・地域の連携の強化意見交換：

○委員 □座長団 ◇オブザーバー ◆教育委員 ●教委事務局
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○ 「家庭の教育力の再生・向上」について、家庭の教育力は望めないと聞いたこと

がある。心外ではあるが正直間違いないかと思うこともある。一番土台となるの

は家庭の教育力ではないか。家庭がしっかりしていれば、いろいろな課題は起き

なかったのではないか。私自身も子どもと一緒になって大きくなった。その中で何

ができるのか、何をしなければならないのか、と模索してきた。

では、私たちは何ができるのか、今の子どもたちに何をしてあげることができ

るのか考えたときに、食育をとおしてしっかりと子どもたちを育てていこうと思っ

た。単なる食べるということではなく、食を通して子どもや親が学ぶこと。子ども

たちの創造力や生きていく力を学ぶ場として、親も一緒になって取り組んでき

た。

しかし、大丈夫な家庭はほとんど出席してくれるが、そうでない家庭が出席し

てくれないことが多い。また、親は教育に自信がないし、先生に本音で語りたい

が語れない部分もある。教育の土台は家庭であるという視点で、しっかりやらな

ければいけないのがＰＴＡであると思う。

○ 保護者が責任を持って子育てを行わなければならないが、それができない家

庭が増えている。家庭の問題はプライバシーの問題があって、入っていけない問

題がある。しかし、家庭に入っていく、プッシュをしていかなければならない。共働

きの家庭やひとり親家庭が多い中で、子どもが親に関わってもらいたいときに関

わってもらえない現状がある。企業や職場が理解して、家庭で子どもと関われる

時間を確保するための働きかけをすることが大切ではないか。

地域の教育力の再生では、子育てに困ったときに周りがサポートしてくれた。こ

れからは町内会の組織への呼びかけや、若い世代の親への支援をお願いする

ことが大切ではないか。また、地域では民生児童委員も活動しているがそれを

知らない人も多い。その情報を発信していくことも大切ではないか。

○ 悩みや不安を抱えている家庭は、ＰＴＡ活動に参加してもらいづらい。家庭から

家庭への連絡、さそいが浸透しないのも現実である。子どもに課題がある場合、

その家庭の姿が見えてこない。先生にそのことを聞いても、プライバシーの問題

があって話してもらえない。今後、悩みや問題点をどう共有していくかが大切で

はないか。そのためには、具体的な話をもてる場をつくることが大切。

また、民間団体で子どもたちのために活動している団体がある。例えば、子ど

も劇場などがあるが現在存続の危機にある。そのような自主的に子どもたちの

ために活動している組織に対して、行政からの支援をしてもらえないか。

□ 学校、教師集団が十分関わっているかということについて課題と提言があれ

ばお願いしたい。

○ 開かれた学校づくりが進んでいるのかということについては難しいが、実践事
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例では奈半利中の例がある。この取り組みを通して言えることは、開かれた学

校づくり推進委員会が、子どもたちの発言が十分に尊重される会議になってい

るということが大切だということだ。教員も子どもから出された意見を考えること

を通して子どもに学ぶことができる。子どもたちが学校づくりに参加しているとい

うことが大切である。

家庭ははじめから力があるのではなく、子どもを通して、教育を通して自分の

家庭を知るということだ。教師も子どもから学ぶ。家庭だけががんばるのではな

く、一緒になって力をつけることが大切。そのためには、学校を起点として取り

組んでいくことが大切ではないか。

□ 開かれた学校づくりや地域の教育力の現状について、この１０年間で温度差

が出てきていると思うがどうか。

○ 郡部では、開かれた学校づくりが日常的にできているところもある。しかし、

地域が希薄な人間関係にあるところでは、開かれた学校づくり推進委員会をつ

くっても、形骸化している状況もある。ここをどう結び付けていくかが大切ではな

いか。推進委員会をつくることが目的ではなく、どうすれば結びつきができるの

かということについて論議をしなければならない。

○ 山間の学校で言う地域とは、校区をいう。地域があるから学校があると言う

先生もいる。学校、家庭、地域で何を学ぶのかということがはっきりしなければ

ならないのではないか。それぞれの取り組みが点になっていることが心配であ

る。

県教委が言うので設置して、年間２回しか開催しないといった実態があるので

はないか。保護者と学校が真剣に課題について話し合える信頼関係にあるのか

という問題が残されているのではないか。また、先生が子どもたちに信頼をされ

ているのか。先生が子どもたちを信頼しているのか。親と親のつながりが薄れて

きているのではないか。このことを考えたときに、３つの力を合わせ本気で話し

合っていくことが大切ではないか。

○ 開かれた学校づくり推進委員会が進んでいるところでは、先生方や管理職が

開いてよかったという実感を持っており、その実感が取り組みをさらに推進して

いる。逆に進んでいないところは、その実感がない。これから、開いてよかった、

評価してもらってよかったという実感をどうつくっていくかということが大切。この

ことは、管理職の問題が一番大きいのではないか。

□ 郡部と都市部の取り組みでよい知恵はないか。一ツ橋小学校を視察したが、

風通しよく運営されていた。
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○ 開く必然性は管理職はもちろん全教職員が意識しなければならない。何か課

題が起きれば、委員会に言っても、校長に言っても結局は子どもと関わる担任

を中心に日々問題解決を図ることになる。担任を支えるのは校長はじめ同僚で

あり、委員会である。そして、その課題に対して保護者と学校が同じ側に立ち、

ともに歩むことが大切である。そのために開かれた学校、それぞれの連携の必

然性が出てくる。

開かれた学校づくりは、校長の理念、志、思想等をどのように実現していくか、

そのための手法が本質に迫っていくものだと考える。例えば、９月６日の下校

時、ちょうど大雨とかさなった。その際、教職員の対応が回答であり、それに対

する保護者、地域の方々がどう関わってくれたのかが日々の取り組みに対する

評価であると考える。

前回の指導要領の改訂の際に、学習内容が膨大であり、子どもたちは消化不

良を起こし、その結果、いじめ、不登校、校内暴力等が問題になっていた。その

ため、学習内容を厳選し、完全学校週５日制を実施し、ゆとり教育が導入され

た。知育と心の教育が対極的に捉えられたきらいがあった。

人間の行動、行為の全ては欲求を通じて起こる。欲求を左右するのは意志で

ある。意志に志向性を与えるものは知力と情緒、情操の感情である。情緒の感

情を統御し、情操の感情を高めていくものは知力（認識力）である。したがって、

知育と心の教育は対立的に捉えるべきではなく相互に深く関わっていると考え

る。

○ 開かれた学校づくり推進委員会の中で、学校行事については学校の取り組み

を家庭や地域、生徒にも知ってほしいという意味で説明しているが、これだけで

は議論が発展しない。学校評価の結果を出せば議論が進む。学校評価につい

て議論しなければ改善点は見つからないと思っている。学校評価や授業評価シ

ステムなどについて、開かれた学校づくり委員会で保護者・地域や生徒の前に

出して議論していくべきである。

さらに、開かれた学校づくりに生徒が参加することによって、子どもが成長す

ると考えている。学校が改善点のみ検討するのではなく、子どもを育てていく視

点も大切。

□ 学校は前と比べて実感として変わっていると思うか。

○ 開かれた学校づくりが始まってから変わっているが、まだ不十分である。

○ システムとしては変わっていると思う。教師の心が子どもや保護者という部分

で開かれてきているかということについては非常に微妙である。人によって違

う。
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○ 教育専門職として、きちっと誇りを持って自分達がやるという意思を持つこと

が大事であって、成功したか成功しなかったかということについてはこの場では

言いにくい。

○ 変わってきていると思う。だから教職員としての要求も出てきている。

○ 先生方には温度差はあるが、変わってきていると思う。一時間一時間の授業

を大切にしていきたいと思う。

□ 保護者の方で、地域は変わったかと思うか。

○ 教育改革が始まった時、子どもが小１で一ツ橋小にいたが、楽しい学校だっ

た。山間の小規模校に行った時は、地域の人がたくさん入ってきていた。町の

中心部の小学校に通うようになると地域の人たちの姿は見えにくくなった。中学

校では、校長先生が替わると、開かれた学校づくり推進委員会も始まり、情報も

出るようになり、変わった。

○ 私たちのところでは、非常にうまくいっていると思う。管理職が替わると地域

の協力も変わる。土佐の教育改革が始まってから、私たち保護者も学校に関わ

っていいのだということを知った。それまでは敷居が高かった。

うまくいっていないところは、地域でも熱心な方が高齢化し活動できなくなっ

て、若い人が育っていない。そういう場合スムーズに地域が動いていない。学校

もそうであるが、地域に動いてくれる人がいるかいないかによっても左右される。

○ 小学校で大きな問題があった時に地域に協力を求めたら、大きな協力が得ら

れた。統合でできた中学校では管理職がいいことしか公表しないということがあ

った。不登校問題などは隠している様子があった。課題を親のほうから地域に

投げかけ、地域から学校へアプローチしたことがある。課題を共有していくこと

が大切ではないか。いいデータしか出したがらない傾向があることが大きな問

題点だ。

◆ 「豊かな心を育む教育の推進」のところでも、読書活動についてはブックスタ

ートや、ボランティアによる読み聞かせ、一斉読書の時間などで成果が上がって

いると思うが、図書室をより良くしていくことを、学校・家庭・地域の皆さんと一緒

に取り組んではどうか。事例として、朝倉第二小学校では図書室は２階の真ん

中にあり、廊下も含んでいる。このため子どもたちの動線の上に図書室があり、

読書に親しむことのできる環境が整っている。図書室を子どもたちや地域のた

めに充実していきたいと思う。県としても努力したい。
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○ 共働きの多い中で、子どもの生活をどう支えていくかという視点も必要ではな

いか。幼児期については、子育て支援センターがある。センターには専任の保

育士が１名配置されているが、どのような活動をしているのかということが総括

で見えない。児童期では、放課後の学童クラブなどを全国で２万箇所程度整備

していくといわれている。こういうところでどのように教育的な働きかけをしていく

のかということが、今の親にとって大切な視点ではないか。

○ 教育と福祉などがいかにリンクしていくかということが重要になってきている。

木が揺さぶられるには、教育だけでは無理ではないか。教育と福祉の部分をど

うやっていくかが大切ではないか。

地域教育指導主事の取り組みは成果があったのではないか。みんなの問題

とし、本気で関わっていくとき地域教育指導主事は重要だったのではないか。

県ができないのであれば、市町村はその役割をどう果たしていこうとしているの

か。

● 地域教育指導主事に代わり、地域教育コディネ－ターを市町村ごとに養成し

ている。各市町村が地域教育コーディネーターを養成し、それを県が支援してい

る情況である。地域での活動では、絵本の読み聞かせや読書活動等を通じ、地

域ぐるみの活動などを行っている。

○ 地域教育コーディネーターの養成が、本当に、より発展・継承となっているの

か。県が人の配置を引き上げてしまったことにより、後退してしまったのではな

いかということについて、きちっと総括してもらいたい。地域の連携は大切な取り

組みなので、何らかの対応をしてほしい。

一ツ橋小学校では、図書室の運営を保護者や地域のボランティアの協力で

取り組んでいる。子どもたちは、喜んで本を借りたり地域の人と会話をしている。

学校に色々な人が出入りすることにより、子どもたちをいろんな視点で見ること

ができる。学校を開くということは、しんどい情報も開いて、同じ責任を共有して

もらうことだ。

また、放課後児童クラブなどで、子どもたちが宿題をしている。しかし、家に帰

って、子どもたちが本当に学習しているのか。これで本当に学力が身につくのだ

ろうか。子どもを守るという点では必要であるが、勉強というものは一人で苦労し

努力していくという部分もある。行政、学校がやる部分と保護者にしっかりやって

ほしいことを分けて考えていく必要があるのではないか。

□ 島根大学の肥後先生と高知大学の内田先生がお見えになっているので、ご

意見を伺いたい。

◇肥後教授
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大学では臨床心理士の養成を行っている。先ほど話のあった放課後の学習

支援では、松江市では放課後各学校に学生を派遣して、学校の先生と一緒にな

って子どもたちの学習支援に取り組んでいる。また、臨床カウンセリングという領

域の時間が１５０時間あり、その中の５０時間に特別支援に関する体験学習も含

まれている。

検証と総括で私が担当したところについては、資料４３ページにまとめを書い

ている。教育課題では負の部分である。それに対して、予防的、長期的視点か

ら考えて下さいということであった。この課題は、保幼小中高校の連携ということ

を大切にして、長期にわたる子どもの人格形成という点から考えていきたい。課

題への対処的な療法は必要であるが、土佐の教育改革という大きな視点からみ

ると長期にわたる子どもの人格形成の観点が非常に大きなテーマとなる。

例えば、表面的に何の問題もなくても、母親を刺殺してしまう事件などが起こ

っている。学校で何も問題がないからいい子だという議論にはならない。長期に

わたる人格形成という観点から考えていくことが大切である。

次に、こどもの言葉を育てるという観点から述べている。学習指導要領が次

回は「言葉の力」ということになる。教育現場で心のこもった言葉が通じ合う子ど

もを育てていくということが大切。このことは、本文の中にかなり書き込んでい

る。先ほど、情緒のコントロールを知的にしていくことが大切だという意見もあっ

たが、それも言葉の力だと考える。生徒指導の先生方から、子どもの心に言葉

が届かないということを聞いている。その意味においても言葉の教育をどういう

風に考えるかが大切な視点である。

もう一つは、生活者教育である。今までの議論の中にも子どもの生活指導的

な部分の意見がたくさんあった。ただ、この議論をすると、今の親に生活指導が

できるのか、親の生活指導こそ必要だということになってくる傾向がある。そうで

はなく、地域での生活を楽しむ生活者として育っていくという視点を親も子も持つ

必要があるということを書いている。

そのことは、親が子育てを楽しみながら生活者として育っていくことであり、中

学生や高校生が生活者として育っていくことである。私たちは、中学生や高校生

を学習者として追い込んでいないかという視点で見直してみる必要もあるのでは

ないか。

最近気になることとして、現場の先生が具体的なハウツーを求めたがるという

ことがある。具体的にどうしたらよいか教えてほしいという声をある。これも大切

ではあるが、今起こっているさまざまな問題は、すべて情況との関係であり、め

まぐるしく変動する話が多い。実は、ＡＤＨＤ一つをとっても、多動性そのものが

変化する。個々の事情や情況、家庭の情況等によって、子どもの情況は変化す

る。先生方の試行錯誤する力が大切になってくる。決まった方法や習ってきた方

法でやったらうまくいかなかったという話をよく聞く。そうではなく、個々の先生方

が試行錯誤して、創意工夫する。それをのびのびとやらせてあげることのできる

教育の現場、教育風土であるかということが問われている。
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ゆとりが必要だという意見があったが、その中身は試行錯誤を自由にできる

動きができるかどうかということばに置き換えてみるとよく分かるのではないか。

土佐の教育改革が、現場の先生方のやる気を起こし、地域の方々の皆さん

のやる気を起こし、発展していくことを願っている。

◇内田助教授

改革を通して、県民一人一人、或いはそれぞれの職場、組織、家庭が、自分

たちの暮らしのありようをどれだけ見つめるようになったのか。その力がどうつい

ていくのか。それを可能にする人間関係が地域の中にどれくらい広がっていくだ

ろうかという視点で県内を回らせてもらった。

社会教育の視点から見ると、この１０年条件がとても悪くなってきている。社会

教育主事も市町村からいなくなっているし、公民館や社会教育の条件はむしろ

下がってきている。つまり、地域で人々が話し合う場がどんどん減ってきた１０年

だと思う。その視点からこの改革を見てみると、子どもを真中に置きながら、学

校、家庭、地域が、さらには職場、組織が自分たちの暮らしのあり方を見つめな

おすことができた。社会教育の条件は悪くなっているけれど、この改革があった

ことにより子どもたちを真中に置きながら大人たちが、話し合える場があったこと

が評価される。

それを可能にしたのは、地域教育推進協議会や開かれた学校づくり推進委員

会、地域教育指導主事という独自の仕組みをつくってきたことではないか。

しかし、仕組みがあればいいということではなく、どうしてうまくいったのかとい

う内容を考える必要がある。

室戸、吾北、安芸、名野川の例などを見てみると、外からいろいろ情報は入っ

てくるが、それを自分達なりに受け止め、みんなで話し合って取り組んでいる。そ

こにはやらされているという感覚がない。三高小学校の例もそうであるが、尾道

の事例を取り入れたと思われがちであるが、そうではない。それを自分たちのこ

とに置き換えて、音読や生活リズムに主体的に取り組んでいる。子どもたちが、

自分たちで生活を記録している。目に見える形で生活の実態が明らかになってく

る。それに大人たちが共感している。そこには主体性と科学性がある。

これらを可能にしたのは、コーディネートする人や組織だったりする。地域教

育指導主事のようなノウハウを持った、コ－ディネ－する人をどのように育てて

いくのか。その仕組みをどう作っていくのかというところが十分でないのではない

か。家庭教育サポーターという制度があるが、まだまだ専門的に不十分である。

地域教育コーディネーターを含めその質をどうやって高めていくかということが

課題である。

ＰＴＡの活動が活発になってきた。しかし、継続性と安定性という視点から考え

ると、もう少し工夫のある仕組みが必要ではないか。養成すればよい、支援すれ

ばよいということではなく、行政として安定性と継続性を持った仕組みをどうつく

るかということが大切ではないか。
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もう一つ、学校に通えない、仕事に就けない子ども・若者たちの問題は、改革

の途中からでてきている。この問題を教育の分野に限らず、福祉、医療、健康等

と連携しながらどう取り組んでいくかということが新しい課題としてでてきている

のではないか。

□座長

３回目は、これまで浮き彫りになった論点を整理し、論点を中心に協議を行

う。例えば、学力とはどういうものであるかということ。中学校での学力の課題を

どう解決していくのか。教職員の効果的な研修の方法とは。管理職の登用のあ

り方等が出されている。

委員から意見書を出していただければ提言の中に入れていきたいと思う。事

務局への質問があれば次回までに準備をお願いしたい。

・事務局から、次回１０月１８日（水）の開催について連絡があり、閉会。


