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「土佐の教育改革フォーラム （四万十市会場）」

概要

13:30 16:00日時 平成１９年２月１０日（土） ～

場所 四万十市立文化センター

出席者 教員、保護者、県民一般２５０名

山﨑教育委員 他事務局職員

１開会

２あいさつ（県教育委員会）

３土佐の教育改革について（県教育委員会）

４パネルディスカッション

これからの高知県の教育について」テーマ 「

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 平井 貴美代高知大学教育学部助教授

パネリスト 立川 涼教育改革10年を未来につなげる会副座長

畦地 和也保護者・地域住民

竹村 暢夫四万十市立中筋小学校長

岡本 隆彦黒潮町立佐賀中学校

宮地 昭一郎四万十市教育長

西岡 祝子県教育委員会小中学校課長

要 旨

平井コーディネーター

前半では、土佐の教育改革１０年間の総括、未来につなげる会の提言、県教委がそ

れを受けて出した取組の方針についての説明について、それぞれパネラーの皆さん

がどのようなご意見をお持ちになっているのかということがテーマになります。

後半部分については、フロアの皆様からいただいた質問なども受けまして、これか

らの高知県の教育にそれぞれの立場でどのように取り組んだり、どう考えていくのか

ということについてパネラーの皆さんからそれぞれ意見をいただいたり、フロアの皆

様のほうからご質問を頂いたりしたいと思っております。

それでは、まず、最初に立川さんからお願いいたします。

立 川

極めて個人的な感想とコメントを申し上げます。

「土佐の教育改革」は２期に分かれていまして、第１期は、学校の現場で多くの方

のご協力をいただきながら、県教委ができるさまざまな制度改革、その他をおやりに
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なった。

かなり良い仕事ができて、全国的にも評価されるようなアイディアもあった。そうい

う面でかなり良い点をつけてもよいと思っています。

２期目は、県教委はあまり表に出なくて、それぞれの地域や学校が、どう教育改

革に努力するかという時期であった。そうなると問題は簡単ではありません。地域に

より、学校により、さまざまな差が出てきますから、画一的に評価できるものではあり

ません。第２期は結構難しいことに取り組んだわけです。

それにしても、国の制度の制約が大きくて、学校でのびのびと何かやろうと思って

も、結構「ダメですよ」「法律で決まってます」「文科省が決めてます」ということで、で

きないことが多かったと思います。

時間割で、「うちの学校は、国語を強化したい」と思っても、バッチリ国で時間が決

められていますから、他の教科を減らしてやることはできない。例えば、こういうこと

です。

それぞれの学校の事情に応じて独自のことをやろうと思ったら、実は、制度的な制

約がたくさんあって、案外、身動きがとれない。大変厳しい条件の中で、皆さん方は

最大のご努力をされてきたと思いますが、このような制約をどう超えるかが、これか

らの課題だと思っております。

平井コーディネーター

次に保護者・地域住民の立場ということで、畦地さんにお願いします。

畦 地

私は、この中でも教育現場に携わっている人間ではないので、違った意味で意見

を述べたいと思いますけれども、「学校は誰のものか」という話です。

昼に打合せをした後に、平井先生と立川先生が江戸時代、各藩・各郡といいまし

ょうか、そういう所に２００いくつの学校があって、それぞれの地域で教育をしていた

というお話をされていました。ですから、少なくとも江戸になるまでは、学校というの

は地域のものであった。ところが、明治５年に太政官布告というのがあって、「各郡・

各邑に不学の戸をなくす」という、言わば明治政府の大号令で全国に学校ができて

いってから、国が教育をするようになった。

ですから、教育に官が関与するようになったのは、たかだかここ１００何年の世界

で、本来、学校というのは地域のものである。

私は、大方高校の学校運営協議会の委員長をしています。これは、法令に定めら
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れて設置されたもので、「予算あるいは人事にも口が出せますよ」という権限を持っ

た委員会で、全国で高等学校は２校指定されていますが、高知県で２校、中芸と大

方高校です。先日も、県のほうに人事等について少しお願いにも行きました。

本来、学校に物申すのは地域住民の権利であるということを、学校も地域の人も

自覚をしていいのではないかと思います。

本来、学校は地域のものであって、地域の者がしなければならないことを、段々、

「学校がすべきものだ」となっていった。最近では、給食でさえ「学校で食わせ」みた

いな話が出てくるというのが象徴ではないかと思います。今日は、皆さんとともに本

来、学校は誰のもので、誰がすべきものかということを、議論をしていただいたらあり

がたいと思っております。

この提言書を読ませていただいて、そういう視点ももう少し盛り込んでいただいた

ら良かったかなという感想もあります。

平井コーディネーター

今度は小学校の立場から、竹村さん、よろしくお願いいたします。

竹 村

土佐の教育改革は現場としても良い刺激になったように思います。加配教員の配

置や、教育環境の整備であるとか、一定の成果もあったようには思います。

しかし、教育現場にいる私にとって、「土佐の教育改革」というものは漠然とした、

何か距離感のようなものを感じてしまいます。

その理由として、１つ目なんですが、「トップダウンとボトムアップ」ということなんで

す。市町村教育委員会からの意見の中で、「市町村での理解が進まないまま、さま

ざまな施策が一方的に進められた」、こういった文章が総括の中にあります。私も同

感です。

「後半の５年間は、ボトムアップの姿勢で取り組んできた」と、この総合評価書の中

にもあるのですが、これは、立場による意見のギャップ、それだけなのかなと思って

います。

大﨑教育長の言葉の中にも、「現場の意見を十分に聴いていない。また、現場も

自分たちの方法で県に提言することはなかった」ということがあります。いま目詰まり

しているパイプの修理が必要と思います。また、そのためのシステムづくりを、早急

にやること。それが大事と思います。

２つ目です。「教育改革によるジレンマ」というものを感じています。
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いま、中筋小学校の先生方の休み時間を振り返ってみると、「学級を開く、学校を

開く」ということで一生懸命通信を書いています。「しっかりとした基礎学力をつけよ

う」ということで、たくさんのプリントに丸をつけています。また、事務量もずいぶん以

前と比べて増えてきました。

土佐の教育改革によってずいぶん現場は忙しくなってきた。これは、ここにおいで

る先生方もずいぶん感じていることだと思います。

県民の皆さんからのパブリックコメントの中にも、「先生自体にゆとりがなく、疲れ

ている。授業に専念できるよう、時間的・精神的、そういった余裕が必要だ」というこ

とを言われています。

いまこそ、授業の質的な改善や、子どもとゆっくり向かい合うことが必要だと思って

います。

多忙化の解消のために、何を削っていくのかという発想を持つこと。それも、とても

大事なことだと感じています。

平井コーディネーター

中学校の立場から、岡本さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

岡 本

中学校問題が一番大きなネックになっていて、これからの改革の中心になるのも、

「中学校の授業力」と言われています。どう言っていいのか分からないような感じで

すが、最初に提案のあった「土佐の教育改革の総括・提言」「県教委の取組の方針」

をどのように受け止めるかということについては、やはり現場は現場の発想でやって

いくということです。

ただ、独りよがりになってはいけないので、県教委や国の方針を受け止めながら、

どうマッチングさせていくのかということになると思います。

いまをもって「おろし方」とか、手順については意見もあるのですが、土佐の教育

改革が始まって１０年ですので、もう、それを今さら云々している時ではないと思いま

す。やはり我々は、現場の感覚で教育改革を進めていくということが必要ではないか

と思っています。

ただ、教育改革を進める時に、自分たちの学校の裁量権がどこまであるのかとい

うことが非常に大きく感じるところです。

現場で一番大事なのは、教育課程を組むことで、学習指導要領に基づいて組み

ます。学習指導要領では、中学校では９８０時間というものが規定されていますが、

９８０時間を３５週にすると、週２回の学校裁量の時間があるわけですが、それでは



- 5 -

裁量として生かせない。時間・時数に縛られて、その学校裁量の時間も授業の補充

に充てていくのです。学校が特色を持つためには、教育課程を組む自由度が学校長

にあっていいのではないかと思います。

指導要領の基準にもう少し波があってもいいのではないか。波は中学校では選択

や総合的学習の時間にはあるわけですが、９教科における波もあっていいのではな

いかと思います。

ただ、これについては、人の配置とか、さまざまなことが絡まってきますので、簡単

にはいかないところはあるとは思います。

学校には非常に多忙感があります。私が授業をしていた頃を考えると、２４時間程

度やっていましたが、今の教員は２０時間程度、または、それ以下になることもありま

す。その割には、非常に多忙感があると感じます。この解消について、ご意見もいた

だければありがたいと思っています。

本校で「学力向上に向けての取組」が中心になったことには、一番には教育長の

リーダーシップがあったと思います。地教委のリーダーシップがあって、「地域ぐる

み」で一貫した取組が方向性と、目的を持って成されたことが、中学校での学力の向

上に結びついたと思っております。

教職員の頑張りもありますが、やはり、小から中への連続した取組が生かされた

結果ではないかと思います。

地域から改革を推し進めていくと、より具体的な方向性を見出せて、結果も結びつ

いてくると思います。

平井コーディネーター

いまのお話は「県教委の取組方針」では、最初の「教育の連続性の確保」の１番

目に挙げられている「校種間の連携の強化」に当たる実例でした。

次に市町村教育委員会のお立場から、宮地さんからご意見をお願いいたします。

宮 地

私は、今回の提言「翔べ 土佐の子どもたち ～教育新時代・こうち～」の内容に

つきましては、「概ね、賛成」の立場に立っております。

ただ、私はそのままストレートに「結構です」と言えないことがあります。

１つ目は、規制緩和や地方分権の流れの中で、土佐の教育・風土、あるいは土佐の

県政実態、そういうものを大切にした新しい時代の学校づくりを、この委員会としても

明確に示して欲しいということです。
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ここ数年、国の教育行政の姿は、地方の教育委員会も、学校も、保護者の皆さん

も、地域の皆さんも、安心して受け止めるようなものではないと思います。

日替わり的な教育行政が行われてきました。文科省の大臣が替われば、先の大

臣の言ったことがくるりと変わってしまう。近々では、小学校の英語教育の問題にし

ても、その１つであると私は考えています。

月刊誌「教育委員会月報」を読んでいましたら、今年の１月の年頭の所感で伊吹

大臣が書いておりました。

それは簡単に言いますと「教育の問題は、国家１００年の大計である。その意味に

おいて、ゆるぎない教育行政方針を立てないといけない」ということでした。

高知県においてもそのとおりで、ゆるぎない１００年の方針と、その具現化、重要

な課題を、この反省の中できちんと出すべきだと思います。

いま１つは、教育の二極化、地域格差が高知県の中でもドンドンと進んできている

と私は見ています。

この面についても、今度の新しい提言ではほとんど触れられておりません。内容

の部分においては詳細が書かれておりますが、そういう高知県の教育のあるべき姿

の根幹に関わる部分が抜けているのではないかと私は読みとっております。

過疎化の進む中山間地域の教育問題が置き去りにされようとしているのではない

かと思います。

「翔べ 土佐の子どもたち」というこの資料では、５ページの５番のところに「中山

間地域の教育の振興」と書かれてありますが、これは、他の課題に比べてわずか３

行です。

高知県の教育界の実態で、子どもや学校の数というのは、過疎化の進む中山間

地域の中に存在しています。１０年間の取組についていろいろ討議されたようです

が、私の持っている資料には、その中身についてはほとんど記述がありません。

学力の問題、研修の問題、学校・家庭・地域の連携の問題などは、全国的な課題

でして、高知県固有の、教育の二極化とへき地・過疎地域の教育について、もっと声

を大きくしていかないと、高知県の教育問題は解決できないと私は思っています。

平井コーディネーター

それぞれ五者五様それぞれの論点がありまして、全て貴重なご意見だったと思い
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ます。

会場の皆様、いま一通りご意見や課題意識を伺ってきましたが、それについての

質問・ご意見等について、お伺いしたいと思います。

フロア：男性

私は黒潮町ですけれども、「取組の目標」の２の（１）ですが、「信頼される学校づく

り」ということで、幡多地区には６つか７つ高校があると思いますが、「教育の質を保

障し、誰もが行きたい、行かせたい、信頼される学校づくり」ということのイメージを、

訊きたいと思います。中村には３校ありますけれども、遠くから見ても、服装などを見

たらすぐに高校生の姿が分かるような状態にありますので、そのへんのことを私は

訊きたいと思います。

第１回、第２回と高知で開催された「土佐の教育改革フォーラム」に参加しました

が、その中で、県の教育長さんから「高校に、ひらがなが書けない生徒が入ってくる

というお話を聞いたことがある」ということを聞いて、どういう生徒を高校に送り込んで

いるのか。また、高校がどういう生徒を採用しておるのか。訊かせていただきたいと

思います。

私の時代は、小学校の１年・２年になれば、ひらがなは全部覚えておったのです

が、高校生になってまだひらがなが書けない生徒が入ってくるということが、何と言っ

ても不思議でならない。

平井コーディネーター

高等学校課の課長さんがおられますので、お伺いしたいと思います。

高 田

高校で、どういう信頼される学校づくりに取り組んでいるのかということ。あるい

は、生徒の問題についてのご質問がございました。

「特色ある学校づくり」ということで、高校にはいろいろなタイプの学校があります。

専門高校、進学を目指すような高校、その地域の人がほとんど行くような、まさに町

立のような高校もございます。

その中で授業改善や開かれた学校づくりは小中学校と共通ですが、それぞれニ

ーズに合った特色ある学校づくりに取り組んでいます。

また、入学する生徒について「ひらがなが書けない」という話がありましたが、高校

入試については、いろいろ改善を行っておりまして、作文や面接など工夫して、最低
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限、高校生活を送ることができるという観点で入学の可否を見ておりますので、その

ようなことはないと思います。

ただ、特別に支援が必要な生徒なども、入ってきておりまして、学校としてさまざま

な支援を行っているところもあります。確かに、昔に比べて、多様な課題を抱えた生

徒が入ってきていることも事実です。

それに対して、高校側として最大限に配慮して支援しているということです。

平井コーディネーター

高校進学率が上がって、多様な生徒たちを受け入れることが必要になり、ニーズ

があれば、受け入れるということが高等学校の使命にもなっています。そういう中で、

最大限の教育を提供するというのが学校の役割になってきていまして、社会人として

の必要なしつけの部分まで、学校はさまざまな課題に対応しているということです。

岡 本

「ひらがなの書けない子が、高校へ入っているということを聞くが 」ということ……

は、「高校の教育課程を十分学習できない子が、高校へ入って行っているのではな

いか」ということだと思いますが、それは、小学校や中学校の学力問題になってくる

のではないかなと思います。

学力検査の数学の１番の正の数・負の数の簡単な計算問題が解けずに、０点でも

時に通ることがあるということは、聞いたことがあります。しかし、ひらがなの書けな

い子が、高校に入学するということは、中学校側としては信じられない部分です。

中には漢字の読みが十分でなく、教科書が読めない高校生がいるということは聞

いたことがありますが、それがひらがなまで通じているのかというと・・・。

小中学校では、少なくとも、読み・書き・計算など最低限の基礎・基本は義務教育

でできるようにして送り出しています。応用までいっているかどうかとなると弱い部分

はあると思います。それで、高校へ入って十分に高校の教育課程についていけるか

どうかとなると、弱い部分もあります。

義務教育では、多様な子どもたちがいます。その中で１００％近く高校を目指しま

すので、どうしても学力差があって、採ってはいただいたんですが、高校でさまざまな

支援をお願いしなくてはならないという子も入っていることも事実と思います。

平井コーディネーター

二極化については、お手元のパンフレット３ページの、「未来につなげる会の総括

と提言」の中で書かれていることでもあります。ただ、これは高知県だけの問題では

なく、全国的に、いま、確かに学習に取り組む姿勢も含めて学力が二極化していると



- 9 -

いうことが言われていまして、上位の子たちは、これまでどおりの学習意欲があり、

家庭学習もしているけれども、下位の子どもたちは、学習そのものに乗ってこない、

意欲がないということがあります。これについては、「高知県でもしっかり取り組むべ

き」という提言もされています。

ひらがなが書けないということが実際にあるとは、私も聞いたことがなかったので

すが、高校の教育をそのまま円滑に受けられない生徒たちに対して、特別に配慮を

していることがあるのではないかと思います。

フロア：男性高校教員

リーフレットの４ページ「教育の構造改革」の２「中学校問題解決のための集中的

な対策」の３番です。

「組織として機能する学校づくり」とあって、そこで、「人事評価制度の定着により、

管理職と教職員双方の意思疎通を図り、職場の風通しを良くし、学校の組織力を高

める」とあります。私も、人事評価制度については、確かに学校長と意見を交わし、

学校の中にあるさまざまな問題を意見交換することができるようになりましたし、非

常に効果があったと判断しています。

自分自身の問題を整理する意味でも、非常にこれは良かったと思っていますが、

ところが、来年度これを基にして管理職の給料の査定が始まり、平成２０年度には、

一般教職員もこの評価制度に基づいて、査定が行われ、賃金に差が出てくるという

ことです。

教職員は学校でチームプレーで教育をしています。管理職とも意見交換をし、「良

い学校をつくろう」と言っているのですが、これでは学校に分断の要素が生まれるの

ではないか、マイナス要素にしかならないのではないかと思いますが、ぜひパネリス

トの方々のご意見をお聞きしたいですし、またフロアの方でも、ご意見があれば、ぜ

ひ、お聞かせいただきたいと思います。

畦 地

人事評価のやり方が分からないので、一概には言えませんが、基本的に「マイナ

スにしかならない」という一元論については、私は反対です。

評価をすることについては、公平・公正・透明であるべき。つまり、評価をする時点

の公平性は必要だと思いますが、評価をした結果、つまり成果に差があるということ

は当然だと思います。それが社会の常識ではないでしょうか。

私は自治体の職員ですが、自分の職場もそうあるべきだと常々思っております。

評価された後の結果については差があって、きちんと評価をされることのほうが、平

等だと思います。
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▲▲▲ 休 憩▲▲▲

平井コーディネーター

いまから後半部分のほうの議論に移らせていただきたいと思います。

後半は、「高知県の教育はどうあるべきか」、「どう取り組んでいくのか」ということ

についてのご意見をいただきたいと思います。

西 岡

このパネルに入ります前に、西部教育事務所の宮﨑班長さんから、取組を聞かせ

ていただきました。西部でも課題があるとしても、成果が上がっているということでし

た。これは、学校・保護者・地域の皆さん・教育委員会、そして教職員団体、みんな

が力を合わせたおかげではないかなと思って、感謝申し上げたいと思います。

前段で宮地教育長さんから「ゆるぎない教育を」というお話がありました。それはと

ても大事だと県教育委員会も考えています。それにつきましては、このお手元のパン

フレットの３ページの「取組の視点」の（５）に「時代の変化に柔軟に対応しつつ、教育

のあるべき姿を追求する視点に立つ」ということを書いてございます。どんなに変わ

っても、高知県としては「子どもたちが主人公」、子どもたちを中心にして頑張ってい

こうと、その姿勢はゆるぎないと思います。

今からのキーワードは「温度差の解消」だというふうに思っています。

いろんな取組みを、県でもしたし、各現場でもしていただいたのですが、どうも、そ

の取組の趣旨や意味が各学校・各先生の一人ひとりにまで、きちんと届ききってな

いのではないかということを大きく反省しています。それで、この「温度差」という言葉

が生まれたのではないかと思います。

その原因は、信頼関係がきちんと出来上がっていなかったからではなかったかと

思います。県の教育委員会として、私たちみんなが反省をしているところです。

信頼関係を築くためには、まず、相手の言うことに耳を傾けることが、一番大事で

はないかと考えています。聴く姿勢を持つことと、聴くための仕組みづくりが必要だと

考えています。

そのためには、仕事の進め方に、まだまだルートを拡大したりパイプを広げていく

ようなことができるのではないかと思います。

例えば、各教育委員会とのパイプを強めていくために、教育長さんはもちろんです

が、教育委員長さんや教育委員さんと、もっとお話しする機会が欲しい。

できれば、それぞれの地域の教育委員会、ブロックの会などで直接、教育委員長
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さん、教育長さん、委員さんのお話などの生の声をお伺いしたいと思います。それか

ら、学校長、教頭先生、そういった方々の生の声を聴く機会もまだまだ少ないと考え

ています。

学校では、子どもたちの声を、ぜひ、よく聴いて欲しいと思います。例えば、県の教

育委員会がとりまとめた「総合評価書」に、子どもたちが授業について声を寄せてく

れています。その中の２つ・３つ紹介します。

授業について、「自分たちが、あまり発言する時間がない授業は、楽しくない」「班

で話し合う活動など、生徒の活動をもっと取り入れてもらえれば、授業が楽しくなる」

あるいは「応用力のつく、レベルの高い内容も取り入れてもらいたい」、もっともっとた

くさんあります。

このような子どもたちの声を、日々の授業改善に生かしていけば、学校の授業は

どんどん変わっていくのではないかというふうに考えています。

私たちも、いろんな方の意見を直接聴く機会を設けたいですし、学校も、目の前に

いる子どもたちの声をどんどん聴いていってもらいたいと考えています。

平 井

土佐の教育改革は、現場の人たちの力で、あるいは、教育現場だけではなく、保

護者・地域住民の皆さんの力で、ということで、この裏表紙のほうには「教育を県民

運動に」ということで、非常に、何と言うか、皆さんに「一緒にやりましょう」という雰囲

気でパンフレットも作られております。

そういう意味でも、学校現場だけではなくて、後は保護者・地域住民の人たちにも

一緒に取り組んでもらえるような、そういう仕組みづくりも、たぶん一生懸命考えてい

るというふうに思いますし、あるいは、今日おいでになった方たちはもちろんですけれ

ども、おいでにならなかった方たちにも「一緒に取り組んで欲しい」という、そういう熱

意が、この土佐の教育改革の非常にいい点だと、私はずっと日頃から思っておりま

す。

それが、すぐに実現するというのは難しいんですが、それについて考えていけれ

ばなというふうに思います。

それでは、次に宮地さんのほうから、いまの第２番目の課題についてお話しいた

だきたいと思います。お願いいたします。

宮 地

土佐の教育改革の成果は成果として認めて、その成果の上に立って今後の問題

を考えていくべきだと思います。
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現在、四万十市は３２の小中学校を有しています。それらの実態として、学校訪問

や管理職の皆さんとの面談などの中で、それぞれの学校で、土佐の教育改革を基

本とした、特色のある取組の芽がドンドンと育ちつつあると感じております。この特色

のある学校づくりを、十分に支援をしていきたいと思っております。

併せて、県の教育行政の課題である「教員の資質・指導力の向上」、「子どもたち

の基礎・基本の定着と学力の向上」、「学校・家庭・地域の連携における教育の向

上」は、これからの取組の中の柱にしていかなくてはならない課題です。

開かれた学校づくりによって、学校の存在感や信頼感が、地域からも保護者から

も増しつつあるように思います。このことは、今回の提言の中身にあることを四万十

市では先取りした形で、取組を進めていると言っても、私は言い過ぎではないと思い

ます。

そのために、行政として今後、何を支援していくか、長期的なところまでは言えま

せんが、短期的、中期的教育行政課題を明確にして、育ちつつある学校や地域の特

色、あるいは県下の教育行政の課題である３つの柱等々について、十分な支援をし

ていきたいと思っています。

その中で大事にしていきたいことは、行政として現場主義に立つことからスタート

するべきであろうと考えています。

教育は長期的な問題です。複眼的な教育行政、あるいは現場でも、そういうような

子どもの見方、あるいは教育・指導の在り方、そういうものを大事にしていくことが、

いま求められている義務教育の中身だろうと私は考えています。

そして、現場にゆとりがなくては本物の教育はできないと思います。私は、この職

に就いた時に、まず言ったことは「行政として考えることは、教職員の皆さんが、今日

の取組の中で今日を喜び、明日を楽しむ、そういう教育現場を作っていきたい。ぜ

ひ、ご協力ください」ということでした。

ここにおいでの皆さんにも、ぜひ、そういう意味で、教育を見ていただければ幸い

と思います。

平 井

岡本さんのほうから「今後の教育」あるいは「これからどうやって取り組んでいくの

か」ということについて、お話しいただきたいと思います。

岡 本

「これからの高知県の教育はどうあるべきか」について、私は一校長ですので、
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「自分の学校」ということについて、「自分の学校の教育を、どのように推進し、図って

いくのか」ということを述べさせていただきたいと思います。

まず、教育は「知」「徳」「体」という基本に返るべきと考えています。「知」は学力で

すが、「徳」は人権とか道徳があります。「体」というのは体育の授業だけでつくのか

というと、なかなかつかない。また「徳」も、道徳やそれ以外の学級活動でも、なかな

か、そう簡単についていくものではない。人権の学習でも、そう簡単についていくもの

ではない。「徳」また「体」というものをつける時に、中学校においては「部活動の重要

性」というものを、今さらながら一校長として考えております。

部活動によって、子どもの体力と徳を鍛えていくことが、大事ではないかと押さえ

ています。

学力については、本校では「コース選択制の授業」と「分割授業」に取り組んでい

ます。「コース選択制」は、子どもが自分に応じたコースを選択して、その授業を受け

ます。これは、数学と英語でやっています。「分割授業」は、学級を２つに分割して、

きめ細かく徹底的に教員の手が届く、少人数ではあるけれど揉み合うような形で授

業をします。これらの取組によって、一定の学力の向上が図れている部分があるの

ではないかと思います。

ただ、これは教員数が減少した場合、そのままではできなくなるということがありま

す。

それと、一定の学力の向上は見られるものの、頭打ちのところがありまして、これ

から先により一層、学力を向上させるためには、やはり基本に立ち返って、教員の資

質・指導力の向上が必要であると思います。量と質が噛みあわないと、なかなか子

どもの学力を上げていくことには結びつきません。

県教委でも、年次研などさまざまな研修等もやっていただいておりますが、授業実

数確保の問題もあり、基本的には、校内研修で力をつけることが必要ではないかと

思います。校内研修においては、授業研修を中心にし、教員は必ず年間に１回は授

業研修に取り組んでいます。管理職２名はアドバイスや、時には叱咤激励するように

しています。

中学校の場合、教科担任が大体１名、多い教科で２名です。免許外の先生もいま

す。これでは教科の中身まで含めて研修するには難しさがあって、教科を横断的に、

共通に認識を持っている内容に絞って指摘し合いながら力を高めるということになり

ます。

また、校内だけでは、甘えや遠慮が出る部分もあるので、外部の講師を招いて厳

しく指導していただくこともしています。
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例えば、現場に多く足を運んで、各学校の様子に精通している大学の先生にお願

いして事例研究をしたり、授業を見ていただいて厳しく指摘してもらうような形です。

こういう取組によって、教職員の意識も変化してきているのではないかと思いま

す。

うちでやっている授業形態等の取組についても、別に学校長のリーダーシップで

やっているとは、まったく思いません。「学力を向上させるために、こんなことはできな

いか」というような相談をしたところ、教職員から「こういう方法がある」「これをやりま

しょう」という提案をしてくれた。

また、教職員から「ぜひ、こういうことをやりたい」と、非常に前向き・建設的な意見

が出た。結果は、また軌道修正ができますので、考えたことはやっていこうと考えま

した。僕のリーダーシップは決断だけだと思いますが、教職員が学校で教育改革に

ついての提言をしてくれています。

これは、土佐の教育改革にも結びついていることではないかと思います。学校の

中から、改革を進めていこうということが起きている。これは、目の前の子どもを考え

た時に出てきた結果が、自然と教育改革に結びついているということだと思います。

平 井コーディネーター

それでは次に、竹村さんのほうから、今度はお願いしたいと思います。

竹 村

一つは、「格差・競争を持ち込まない」ということを大事にしたいと思います。

２００６年の流行語大賞のトップ１０の中に「格差社会」という言葉がありました。マ

スメディアの中で「勝ち組」とか「負け組」「セレブ」「ワーキングプア」それから「二極

化」という言葉もありますね。リーフレットの中にも、「小学校中学年からの学力の二

極化の兆候」という言葉がありますが、世の中が縦社会、競争社会、そして序列社

会に移行しているように思います。

教師の世界の中でも「査定昇給制度の導入」ということがありました。このことを考

える時に、「アメとムチはおかしいよ」と思う気持ちと、「頑張っている先生方と楽をし

ている先生方の給与が同じ、これもおかしいかな」と考えています。

企業の論理をそのまま教育の場に持ち込むことは、非常に難しいと思います。営

利目的の企業と、子どもを育むことが目的の私たち、そこには、自ずと大きな違いが

あっていいのではないかと思います。

査定昇給制度は国の施策でもあるので、高知県では実施しないということは難し

い。しかし、運用上の改善をすることで、少し光が見えそうに思っています。
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教育は縦社会ではないと思います。「みんなちがって、みんないい」という言葉が

ありますね。だから、最低限、子どもたちの世界の中に、縦社会、競争社会、成果主

義・成績主義、このようなものは絶対に持ち込むべきではないと信じています。

２つ目です。「外にではなく、内にも」と考えています。

子どもたちとのグループインタビューの中で、高知大の教育学部の学生さんが「外

に向かっては開かれてきた」というコメントがあった。中筋小学校もホームページを作

っているが、「開かれる」ということは、外へ向かってだけではなく、内へ向けても開く

べきだと考えています。

学校の教育ビジョンを保護者や地域に示すことは大切なことです。私は「マニュフ

ェスト」として具体的に示しています。例えばＣＲＴは全国水準を維持すると公約しま

した。昨日、結果が返ってきてほっとしています。

ここはしっかりやるということは明確に示すべきで、保護者にも評価してもらうべき

だと思います。

畦 地

人事評価制度については、成果については正当に評価されることこそ平等であ

り、これが社会の常識であると思います。制度には欠陥もあるでしょうが、イコールマ

イナスにしかならないというステレオタイプの発想はいかがなものでしょうか。

県立高校再編で、大方商業は単位制普通科高校にするということになって、反対

の署名を求められましたが、私はしなかった。このままの大方商業では、大方に高校

は無くなってしまうと考えたからです。その後、大方商業から「未来を語る会」に誘わ

れましたが、これはチャンスだと思いました。この会で８回にわたって議論して、カリ

キュラムから勉強しました。

もともと、県立高校は県のもので敷居が高く、地域のものではなかったのですが、

今、大方高校では学校運営協議会を設置して地域の声を反映しようとしています。

地域は学校に意見を言うべきです。

改革は当事者にはできない。マスコミでも自己の不祥事を公表することには、腰が

引ける。はさみではそのはさみについた値札は切れないということを聞いたことがあ

るが、まさにそのとおりだと思う。

立 川

日本の義務教育には問題が多いと言われていますが、世界的には成功例とされ

ています。２１世紀はものづくりから人づくりの教育へと変わっていきます。 しかし、

これからの日本の教育をどうするかについて、国は国家戦略を持っていません。メデ
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ィアで大騒ぎになったことに、対症療法的に対応しているのが現状です。したがって

指針は国からではなく、自分たちで考える必要があります。高知県子ども条例はとて

もすぐれたもので、他県にはない。これは憲法にあたります。

これからは教育の良いところに人が集まってくる。人が定着するためには、良い教

育をする必要がある。みなさん一人一人の問題として考え、良い教育を創っていか

ないと、町そのものが持たなくなる。そういう時代だと思います。

フロア：保護者男性

査定昇給については、パネラーの竹村校長の意見に賛成です。子どもの教育に

は、すぐ成果は出ません。先生の評価も簡単にできるものではないと思います。私た

ちは和やかな学校を求めています。給与で差をつけることには反対です。そこにい

びつな関係ができるのではないかと心配します。私の子どもは憶えが遅くて、結果が

でるのに時間がかかります。

平井コーディネーター

地方分権といいながらトップダウンとボトムアップがあって、その中で板挟みになる

状況もあります。「運用上の工夫」が限界でしょう。

県教委教職員課：鶴和

査定昇給は人事委員会の勧告を受けて実施するものです。

管理職には、この４月１日の昇給から、一般教員には２０年４月から適用されます。

趣旨は、がんばっている教員をプラス評価することが目的で、低い評価をつけること

が目的ではありません。

１００人が通常の勤務をしていると４号の昇給となります。特にがんばっている人に

は２号級、４号級のプラス評価で、勤務が少ないとか、処分を受けたとかで、０昇給、

２号昇給ということもあります。

公平性、公正が大切で、これを確保するシステムを考えています。

フロア：保護者女性

今日はじめて査定昇給のことを聞きました。査定昇給の実施により、自分の評価

につながるということで、教員に子どもたちに関わられると困ります。

通知票は子どもの評価と思っていましたが、先生自身の通知表でもあると思いま

す。これが主人公は子どもであるということではないでしょうか。

学校に求められることが多いが、家庭でやることは家庭でしっかりやって、学校は

学力をしっかりつけてもらいたいと思います。

宮 地

教職員の評価については、それぞれの立場で見方が異なり、何が良い、悪いとは

言いにくい。学校と行政の関わりには信頼感が無いと、どのような評価方法を持って
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いっても不信感につながります。職場には理念も含めて相互理解が必要です。教育

を単一の目で見ず、複眼的に日常の実践を見るべきだと思います。評価には学校と

行政の間の風通しの良さが必要です。

フロア：教員

特別支援教育について、語られることが無いまま終わるのは気になります。

コーディネーターが指名され、盲・聾・養護学校が特別支援学校に変わり、少しずつ

歩みは始まり、制度は進んでいるが、取組は一向に進んでいません。

これについての研修は常に中央で行われるので、旅費も大変です。高知市なら土

日に自分たちで研修しようとしても、近くに講師がいるのですが、山間部ではできま

せん。特別支援教育を重視するならば、東、中、西部と分けて、出やすい場所で研

修をしていただきたい。

畦 地

研修はＴＶ会議システムを利用してはどうでしょうか。西部教育事務所にもありま

す。

西 岡

土佐の教育改革とは言われなくても、我が校の中で改革しているとの岡本さんの

発言は頼もしく感じました。

学校ではぜひ授業改善と開かれた学校づくりをしていただきたい。保護者にも「早

寝、早起き、朝ご飯」に取り組んでもらいたい。一つのことに徹底的に取り組んでい

ただきたい。

これらの取組により教育を県民運動にしていただきたい。

宮 地

土佐の教育改革を進めるキーポイントは、家庭、社会、学校、行政の協働を具体

的に進めることだ。話し合いも大切だが、行動する運動にしていただきたい。

岡 本

子どもが主人公ということは、子どもは王様だということではなく、社会の中心とな

る人間になるために、しっかり基礎・基本をつけることだと考えています。

育むと育てるとは異なる。育むは親鳥が羽根に囲い込んで保護することであり、育

てるとは巣立てるようにすることだ。中学校では、巣立てる教育をしている。

竹 村

やらされる教育改革ではなく学校の裁量を拡大し、学校の独自性を大切にしてい

ただきたい。
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畦 地

対応方針の最後に、「学校を開くことによってのみ解決する」とある。これをぜひ、

学校、地域で実践していただきたい。

立 川

県民みんなで取り組んできたということは、全国でも特筆すべき成果です。この灯

を消さないようにお願いしたい。

平 井コーディネーター

学校に関わる者が学校をコントロールしていくべきで、ここにおいでのみなさんにも

ぜひご協力いただきたいものと考えます。これでパネルディスカッションを閉じさせて

いただきます。

終 了


