
第９回 あかし教育懇話会  議事録 

 

日時  ：平成 25 年 12 月 18 日（水） 16：00～18：10 

場所  ：明石市役所本庁舎分庁舎８階 806CD 会議室 

出席委員：１２名 

配布資料：「第９回 あかし教育懇話会 次第」「第９回 あかし教育懇話会 座席図」     

「よりより明石の教育に向けて」【あかし教育懇話会 第９回会議資

料】「平成 25 年度全国学力・学習状況調査の調査結果について」「広

報あかし 11 月 15 日号」「平成 20 年度全国学力・学習状況調査の調

査結果について」「あかし教育懇話会概要録」  

◎：座長 ○：委員 ●：事務局  

 

１．開会 

●事務局 

定刻になりましたので、第９回あかし教育懇話会を開催させていただきます。 

それでは、座長よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

◎座長 

皆様こんにちは。前回の会議から随分日にちが経ってしまい、色々ご心配の向きもあ

ったかと思います。その間、後ほど報告させていただきますが、学力調査の結果が出て、

その分析等を現場の先生も参加してまとめたりしておりました。学力の向上については

様々なご意見を頂戴しておりましたので、現状把握ということで、むしろのその結果も

含めてご報告させていただける時期の方がいいんじゃないかということで、今の時期に

なってしましました。非常に期間が空いてしまったことについては申し訳なかったと思

っております。 

前回の会議につきましては、小中一貫教育について資料も提示させていただきながら

状況等を説明させていただき、その中で改めて学力向上の必要性ということについても

意見が出されたところです。 

本日は、本年４月に実施された文部科学省の全国学力・学習状況調査の結果について、

事務局から説明を受けた後、そのことについて皆様方からご感想やご意見、あるいは今

後もっとこういうことに取り組むべきではないかというようなご意見も賜れれば非常

にありがたいと思っております。 

その後、これまで頂戴した意見や協議してきた内容を振り返る意味で、事務局より１

回目から８回目までの主な部分をまとめてもらっています。そのことに関してもアトラ

ンダムで結構ですので、ご意見を頂戴できたらと思っております。 

それでは、最初に事務局からこれまでの振り返りをお願いします。 

 

●事務局 

 第１回からの振り返りをさせていただきます。最後に付けております資料をご覧くだ

 1



さい。こちらに第１回から前回までの協議項目と、頂いた主な意見についてまとめてお

ります。 

まず第１回会議は、昨年８月に懇話会として再度結成させていただきました。その中

で明石のおける現在の教育課題についてご議論いただきました。各委員からは、いじめ

問題、県立高校の学区拡大に向けた取り組みの必要性、学校の環境整備、義務教育の９

年間を踏まえた各校種の連携の必要性、心の教育の必要性といった内容についてご意見

をいただきました。 

 第２回会議では、今後の議論の方向性について取りまとめていただきました。「学力

向上のための取り組み」、「６・３・３制の柔軟化等の校種間の連携」、「ハードも含めた

教育環境の改善」、「心の教育、コミュニケーション能力、体力など、社会の一員として

生きる基盤の育成」の４つにつきまして、今後検討していくということでお話し合いい

ただきました。右側にはそれぞれの項目についての主なご意見を記載しておりますが、

県立高校の学区再編へ向けたご意見等も沢山いただきました。 

 第３回会議では、学区再編等に向けて必要なこととして、まず学力の向上に向けての

取り組みについて、様々なご意見をいただきました。 

第４回会議も学力向上について、まずは現在の明石の子どもたちの学力の状況を把握

する必要があるということで、学力テスト等の必要性についてご意見をいただきました。

更にはハード整備等、教育環境の改善に向けてのご意見もいただきました。 

第５回会議では、現在、市で取り組みを進めているところですが、学校規模に差が生

じている状況を踏まえて、適正な学校規模への取り組みの必要性等についてご意見を頂

きました。 

第６回会議では、引き続き適正な学校規模ということを大きなテーマとして捉え、ご

議論いただきました。その中では、学校選択制や小規模校におけるクラブ活動の対応に

ついてのご意見をいただきました。 

 第７回会議では、「ハードも含めた教育環境の改善」をテーマとして、学校配当予算

や教員の配置、適正な学校規模等についてのご意見をいただきました。 

最後に、前回の第８回では「ハードを含めた教育環境の改善」と「６・３・３制の柔

軟化などの異校種間の連携」について、特に小中一貫教育等についてのご議論の中で、

異校種間の連携の必要性と合わせて平成 27 年の県立高校学区編成に向け、子どもたち

が行きたい学校に行けるための指導や学力向上に向けた取り組みや、的確な進路指導が

できるような取り組みの必要性等についてたくさんのご意見をいただきました。 

前回までの内容としては以上です。 

 資料の「前回の会議より」についても簡単に説明させていただきます。前回からだい

ぶ時間が経っておりますので、振り返りを少し説明致します。 

 前回の会議におきましては、特に小中一貫教育をテーマとして、他都市の状況等も紹

介させていただいた上で、色々とご意見をいただきました。小中一貫教育の話し合いの

中では、平成 27 年の県立高校の学区再編を見越して、明石の子どもたちが希望する学

校に行くことができるよう、中学校でのしっかりとした進路指導や、校種間連携による

学力の向上の取り組みが必要だというようなご意見をいただきました。 

主な意見を簡単に報告させていただきますと、学力向上のためには小中連携の推進に
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おいてどのようなことをするべきか、しっかりと考えていく必要があるといったことや、

小中一貫教育が有効であるならばそれも前向きに検討するべきではないかというご意

見がありました。また、優秀な子どもたちが明石市内で学べるような教育の取り組みの

必要性、教育の意識改革を促すためには制度改革の必要性や進路指導の大切さ、現在も

取り組みを進めておりますが、中学校区ごとでユニット会議を活用した様々な情報交

換・情報共有の推進が必要であるというご意見等がありました。 

前回までの内容については以上です。 

 このような会議の状況を踏まえまして、現在も各学校や教育委員会で様々な取り組み

を進めているところですが、より効果的な取り組みを進める上で、現在の明石の子ども

の学力の状況をしっかり把握していくことが大切になろうかと思います。 

そういった点から、この後、今年度行いました全国学力・学習状況調査の結果につい

て説明させていただき、委員の皆さまからご意見等をいただきたいと考えております。 

 

◎座長 

 これまでの８回分について、簡単に振り返りさせていただきましたが、もう少し付け

加えてもらっておいた方がいいというような、お気づきになられたことがあればおっし

ゃってください。 

特に結論的にこういうふうにまとめた、という形では進めてきておりませんので、主

に頂戴したご意見を回ごとに記載しております。抜け落ちているというようなことがあ

りましたら、お出しいただければありがたいです。いかがでしょうか。 

またお気づきのことがありましたら、その都度おっしゃってください。 

 まず明石の子どもたちの状況をしっかり把握しなければならないのではないかとい

うことで、明石独自の学力テストを実施という意見をいただき、そういう方向で歩み出

した時もありますが、それは予算を伴う話ですので、全体としては国の学力調査の結果

をより活用してしっかり把握すれば、一定の掴みはできるのではないか。将来的にはま

た考えていくということで、まずはいったん結果が示されましたので、そのことについ

て説明をさせていただきたいと思います。 

  

●事務局 

資料「平成 25 年度全国学力・学習状況調査の調査結果について」のご報告をさせて

いただきます。 

今回の全国学力・学習状況調査の結果は、小学校と中学校から先生８名ずつと指導主

事４名の合計 20 名の分析チームで、９月中旬から約１か月をかけて分析を行いました。

その結果を教育委員会のホームページに 57 ページに渡って掲載しております。細かく

はそちらを見ていただければと思いますが、今日は大まかなところを報告させていただ

きます。 

 まず調査の概要ですが、全国学力・学習状況調査は平成 19 年度からスタートし、今

年が６回目です。今年度は４年ぶりの悉皆調査ということで、今年の 4 月 24 日（水）

に全国一斉に行われ、明石市のおきましても 13 中学校、28 小学校で実施されました。

平成 22 年、24 年は抽出調査で 23 年は東日本大震災の影響で中止になっております。 
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 （５）の調査の内容ですが、大きく分けますと教科に関する調査と、生活習慣や学習

習慣に関する質問紙調査の２つになります。 

 ①の教科に関する調査につきましては、小学生が国語と算数、中学生が国語と数学の

各２教科で、小学生は各 45 分、中学生は各 50 分の調査でした。国語、算数・数学とも

Ａ問題とＢ問題があり、Ａ問題につきましては身に付けておかなければ後の学年の学習

内容に影響を及ぼすような内容や、実生活において不可欠で常に活用できるようになっ

ておくことが望ましいという主として知識等を問う問題です。 

一方、Ｂ問題は知識や技能等を実生活の様々な場面で活用するという力や、問題解決

のために自分で構想を立てて実践し、評価改善する力などに関わる内容で、活用に関す

る内容を中心とした問題です。 

 ②の生活習慣や学習習慣に関する質問紙調査の内、児童生徒に対する調査は学習意欲、

学習方法、学習環境、生活に関する内容です。また、学校に対する調査は、学校の先生

の指導方法、教育条件の整備状況等に関する内容です。 

次に２の教科に関する調査結果表及び裏面の３調査結果の概要（１）教科に関する調

査についてについてご説明致します。 

１ページの下の結果表をご覧ください。明石市につきましては表の一番上段です。左

側が小学６年生で、右側が中学３年生です。明石市の小学６年生は４種目中、国語Ａ、

算数Ａ・Ｂ、の３種目が全国と県の平均正答率をわずかですが上回っていたという結果

です。 

中学３年生につきましても、４種目中、国語Ａ・Ｂ、数学Ａの３種目が全国と県をわ

ずかですが上回ったという結果が出ています。調査科目が国語、算数・数学だけですの

で学力の一部ではありますが、このような結果が出ております。 

 全国、兵庫県、明石市も同じ傾向なのですが、小中の国語、算数・数学ともに、今ま

での調査と同様にＢ問題（活用に関する問題）に課題が残っています。 

個々の生徒それぞれですので全般的な話にはなるのですが、明石市の調査結果につい

てもう少し詳細を説明させていただきますと、小学校の国語については、漢字の読みや

ことわざの意味の理解、言語についての知識理解については、多くの児童が身に付けて

いると判断できます。ただ、自分の考えを書いたり、表現を工夫したりすることに課題

があると捉えています。小学校の算数については、Ａの知識に関する問題では、数と計

算や、数量関係の領域は平均正答率が高いですが、一方で図や表を観察して問題解決に

必要な情報を選択するといったことに課題があります。具体的には小学生は整数、分数、

小数の四則計算はできますが、割り算や割合の意味を理解してそれを活用するといった

ことに課題が見られます。 

中学校の国語については、多くの生徒が漢字の読み書きや語句の適切な使用など、基

礎的な知識は身に付けていると判断できます。また文章の展開に即して内容をとらえる

こと、読む能力についても多くの生徒が身に付けていると判断できます。しかし根拠を

明確にして自分の考えを具体的に書くというあたりに課題があります。また文章の要約

や自分の考えをまとめることに課題があり、考えて伝えるということが苦手であると言

えます。 

中学校の数学ですが、Ａの知識に関する問題では、数と式や数学的な技能の領域は平
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均正答率が高い状況です。しかし数量関係を文字式で表したり、多角形の意味を理解す

ることなど、身に付けておかなければ後の学習に影響を及ぼすような内容の習得に課題

があります。 

続きまして３（２）生活習慣や学習環境に関する質問紙調査の概要についてご説明致

します。①は児童生徒質問紙と各教科平均正答率との関係ですが、質問紙調査結果と各

教科の平均正答率の関係を分析したクロス集計の一部です。家庭での生活習慣が大きく

影響しております。朝食を毎日食べる子どもは全く食べない子どもに比べて平均正答率

が高く、特に身体の成長が著しい中学生になると、平均正答率に大きく影響することが

出ており、読解力や応用力を問うＢ問題でその影響が顕著になっています。 

また毎日同じくらいの時刻に起床就寝している子どもは、不規則な子どもに比べて平

均正答率が高くなっています。平均正答率に約１５％の差が出ており、規則正しい生活

が平均正答率に及ぼす影響が大きいということです。 

次に、平日にコンピューターゲームや携帯式ゲームのようないわゆるテレビゲームを

何時間していますかという問いに、小学生・中学生共にゲームをする時間が長い児童生

徒は、ゲームの時間が少ない、又は全くしない児童生徒に比べて平均正答率が低いとい

うことですので、学習時間を十分に確保できていないことや、問題を粘り強く解こうと

いう意欲や集中力に欠けるのではないかと考えられます。 

 次に、学校の授業以外で平日に学習塾や家庭教師を含み勉強時間がどれくらいかとい

う問いですが、学習時間を確保できている児童生徒の方が平均正答率が高いということ

です。 

 その下に幾つか読書に関する項目がありますが、読書が好きな子どもは好きでない子

どもに比べて平均正答率が高くなっています。より多く活字に触れるかどうかによって、

特に読解力を問われるＢ問題にその差が大きく出ています。家や学校で、また図書館を

活用して本に触れる機会を増やすことが大切です。 

そして次に、夕食や家族のコミュニケーション、家の手伝いといった項目があり、家

庭でのコミュニケーションに関することについて記載しています。兄弟姉妹を除く家の

人と夕食を一緒に食べますか、家の人と学校の出来事について話しますか、家の手伝い

をしていますかという設問ですが、家庭でのコミュニケーションの有無による影響が平

均正答率に顕著に表れています。 

家で計画して勉強するか、家で学校の宿題や予習復習をするかという問いですが、こ

れにつきましても、家庭学習をしっかり計画的に進めることが大切であることが分かり

ます。 

次に②児童生徒質問紙から、についてですが、朝食を毎日食べている児童生徒の割合

は兵庫県を上回っているが全国を下回っています。ちなみに明石では「あまり食べてい

ない」と答えた小学生は３．５％、「全く食べていない」と答えた小学生は０．９％で

す。調査したのは６年生です。 

「あまり食べていない」と「全く食べていない」を合せると４．４％の小学生が朝食

をあまり食べずに学校に登校していることになります。一方中学生ですが、「あまり食

べていない」と答えた中学生は４．９％、子どもの答えですのでどのくらいが「あまり」

といっているのかはなかなか難しいところです。「全く食べていない」と答えた中学生
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は２％ですので、両方合わせますと、６．９％の中学生がそういった状況です。 

それから、起床・就寝時間が決まっている児童生徒の割合は、兵庫県を上回っている

が、全国を下回っています。ちなみに就寝時間については、就寝時間が「あまり決まっ

ていない」と答えた小学生は１８．９％です。寝る時間があまり決まっていないという

ことは、早く寝たり深夜まで起きていたりという状況だと思います。「全く決まってい

ない」と答えた小学生は３．９％です。 

中学生の就寝時間については、「あまり決まっていない」と答えた中学生は１９．９％、

「全く決まっていない」と答えた中学生は４．９％です。家に帰ってから不規則な生活

をしているのではないかということがうかがえます。 

 国語の勉強が好き・大切だという小学生の割合は全国や兵庫県を下回っています。中

学生は全国や兵庫県を上回っています。ちなみに国語の勉強が「好き」、「どちらかと言

えば好き」と答えた小学生は５２．８％でした。「好き」、「どちらかと言えば好き」と

答えた中学生は、小学生よりも少し多くて、６０．３％でした。  

 国語の勉強が大切であると答えた小学生・中学生とも、約９０％で、ほとんどの児童

生徒が国語の勉強は大切だというふうに思っているという結果が出ています。 

算数についてですが、小学生で算数の勉強が好き・大切だという児童の割合は、全国

と兵庫県を上回っていますが、中学生で数学の勉強が好き・大切だという生徒の割合は、

全国や兵庫県を下回っています。算数の勉強が「好き」、「どちらかと言えば好き」と答

えた小学生は、国語よりも多くて、６５．８％、数学が「好き」、「どちらかと言えば好

き」と答えた中学生の割合は小学生よりも低く、５１．２％となっています。 

算数・数学の勉強が大切であると答えた割合は小学生・中学生共に約９０％でほとん

どの小中学生は大切だと思っています。つまり国語と算数・数学については９０％の子

どもたちが大切だと思っていますが、好きかというと、小学生・中学生共に少し割合が

下がっています。 

次に家庭での学習についての質問ですが、学校の授業時間以外に普段（平日）に１日

当たり１時間以上学習する児童生徒の割合は、全国や兵庫県と同程度です。ちなみに家

で勉強する時間が３０分より少ないと答えた小学生は１２．５％です。３０分より少な

いということですので中には全くしないという子どももいるかもしれませんが、中学生

は１５．８％です。逆に３時間以上やっているという小学生は１３．５％、中学生は６．

７％です。 

次に③学校質問紙から、についてですが、これは学校に対する質問です。「児童は熱

意をもって勉強している」と回答した小学校の割合は、兵庫県を上回っているが全国を

下回っています。中学校で「生徒がどちらかと言えば熱意をもって勉強している」、「熱

心に勉強している」と答えた中学校の割合は、全国と兵庫県を上回っています。 

ちなみに熱意をもって勉強しているかという問いに「その通りだ」、「どちらかと言え

ばその通りだ」と答えた小学校は８９．３％、同じ質問に対して中学校では全１３中学

校の１００％となっています。 

次に「児童生徒は授業の私語が少なく落ち着いていると思う」と回答した小学校の割

合は全国や兵庫県を若干下回っています。逆に中学校の場合は全国や県を上回っていま

す。 
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数字的には小学校では８９．２％が静かに落ち着いて授業をやれているということで、

中学校については１００％となっています。 

それから読書についてですが、小学校において前年度に朝の読書等、一斉読書の時間

を設けたかということです。中学校においても朝の全校読書に関する質問に対して、基

本的に毎日行っていると回答した学校が１００％で、全国や兵庫県の割合を上回ってい

ます。朝の読書が定着していることが分かります。 

以下は細々とした国語、算数・数学の指導のことについて記載させていただいており

ますので、また見ておいていただければと思っております。 

３ページの下から３つ目辺りですが、「学校でテーマを決め、講師を招聘するなどし

て校内研修を行っている」と回答した明石市の小学校の割合は、全国を上回っています

が、兵庫県を下回っています。同じ質問に対し中学校では、全国や県を上回っています。 

ちなみ、明石の小学校は講師を招聘し校内研修を行っているかという問いに、「よく

している」、「どちらかと言えばよくしている」と答えた小学校は９６．４％、中学校の

場合は１００％です。これもなかなか答え方が難しいですが、そういった数字が出てい

ます。 

それから、模擬授業や事例研究等、学校の課題に応じた実践的な研修を行っているか

という質問に対して、捉え方は様々ですが、「校内研修をよくやっている」と答えてい

る小学校の割合は６４．３％、中学校５３．８％となっています。中学校については「ど

ちらかと言えばよくしている」という答えを合わせると１００％になっています。 

教員の授業力や指導力等の向上、各学校の課題解決に向けてよく取り組んでいるので

は思います。 

次に４ページの調査結果の取り扱いについては、配慮事項の抜粋を掲載しております

ので、またご覧いただければと思います。 

 

◎座長 

 本当は随分ボリュームのあるまとめのものですが、その中から特徴的なところを説明

いただきました。今の説明の中で全体を通して、ご感想、ご意見、あるいはこの部分に

ついてはどうか、というようなことについてお話しいただければありがたいと思います。 

 

○委員 

 朝食抜きというのは勉強だけではなく、身体の面や心の面で気になるのですが、朝食

を食べていない理由というものは調査していないのですか。ただ数字だけですか。そう

すると明石市の場合はその辺りを把握されていますか。例えばお母さんが作ってくれな

いとか、子どもが食べないとか。その辺が気になります。 

 

●事務局 

この調査に関しましては、食べていない理由は調査の中に入っておりませんので、分

かりません。児童生徒や保護者に「朝食を食べよう」というような啓発のチラシを配っ

たりしているのですが、食べていない理由については、予想されるところはあるのです

が、細かい調査はしておりません。 
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◎座長 

今はデータを持ち合わせていないのですが、以前に行った調査でもこれと同じくらい

で６％ぐらいの子どもが「朝食をとっていない」、「あまりとっていない」となっていま

した。その時に教育委員会の中で報告しまして、教育委員さんからは、食べていると言

っても牛乳だけを飲んできていることも子どもにとっては「食べている」と言っている

可能性もあるし、もっと詳しく調査する必要があるのではないかというご意見もいただ

いたところです。それから朝食の果たす役割の大切さについてや、就寝時間を見ていく

と朝がどうしても起きられない、だから食欲が湧かないというようなご意見やご指摘を

いただいたところです。 

他にご意見はいかがでしょうか。 

 

○委員 

広報あかしに掲載されている今回の成績についてですが、明石市は全国や兵庫県の平

均より少し上ですが、トップクラスではどれくらいなんですか。 

 

◎座長 

以前に新聞にも出ていましたが、秋田県と福井県がいつも全国トップクラスですね。

国の方では大きく上回っているとか大きく下回っているとか優位性というような見方

は、５点ぐらいの違いがあると確実に高いという表現になっています。ですからこの程

度の差でしたら、今までと同程度とか、やや上回っている、やや下回っているというよ

うな捉え方をしています。 

今回お示ししようとしましたのは、この会の中でも随分意見を頂戴したのですが、感

覚的なところで明石の子どもの学力が低いとずっと言われてきている中で、まずは客観

的なデータとして今の状況を知っていただき、そこから問題点を見出していくという形

から言えば、低い低いと言われている辺りについては一定のお示しをする必要があるだ

ろうということです。 

学習意欲という面では、先ほど学校の質問紙では非常に高いという状況が出ています

が、これも具体的に証明するものは無く、逆に高等学校の先生方に聞くと明石の子ども

達の学習意欲はちょっと低いとよく聞きます。この辺のところは感覚的なところもあり

ますが。 

この結果をどう分析し、次にどうつなげていくかという辺りは、学校や私共の大きな

役割だと考えているところです。 

 

○委員 

確かにこの結果を見れば平均的な数字で、これで安心かどうかは私には分かりません

が、先ほどの「明石の子どもの学力が低い」ということについては、やっぱり高校に進

んでから大学進学の中でそういうふうに言われていたと思います。 

学区が拡大しますが、中学校の先生の意識も変わってきているようです。私は子ども

が今年初めて中学校に入ったので、今までのことは知らないのですが、お兄ちゃんお姉

ちゃんがいる保護者の方から話を伺うと、やはり試験問題が難しくなっているようです。 
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試験問題は難しくなっていますが先生の生徒へのフォローがなかなか追いついてい

ないというか、できない子は点数だけ見て「できない、頑張れ」と言うだけで、どうい

うところがわかっていないのかというところまで分析してフォローしてやっていない。  

できる子はできる子で、何か違う課題を与えてやるのかというとそうでも無くて、課

題はみんな一律で同じワークブックの問題。そうするとできる子は塾に行ったりして課

題が多い上に、更に学校で基本からのワークブックをしなければならず、その上クラブ

活動もあって、ものすごく時間の負担がある。私は今子どもが中学校に行っているので、

そういう細かいところで、まだ先生が「どうしたらいいのか」という状況にいるのかと

いうふうに思います。 

 

◎座長 

ありがとうございます。２７年度の入試で学区が拡大するということで、中学校も非

常に苦慮され、それに対してどう取り組んでいくかというところで、進路指導のことも

含めてご苦労されていると思うのですが、非常に厳しく、今後より子どもたちにしっか

り力をつけていく上では大事なご指摘だと思います。今のご意見に対して、いかがでし

ょうか。 

 

○委員 

 まず、テストの内容につきましては、指導要領が変わると自然にそれは変わっていく

状況にあります。何を教えなければいけないかが明記されていますから、それに従って

我々は動いているわけですから。若干その辺りは年によって変わってくるところはあり

ます。 

生徒へのフォローができているかというところを突かれますと、１００％できている

とはなかなか言い難いのですが、基本的には中学校の場合はまず授業だと思います。授

業の中で子どもたちにどう関わっていくかということで、フォローができるかできない

かが出てきます。恐らくどの学校においても基本問題はものすごく大切にしていると思

います。だから授業の始めの５分～１０分に支点をおいて、子どもたちに小テスト等を

させているという授業形態はよく見ます。そこで一つフォローしようとしている。 

もう一つは家庭学習についてですが、家庭学習ノートをやり取りしたりしてその辺で

のフォローをしています。 

しかしながら放課後に居残りでフォローするということは非常に難しいですね。部活

動があったり会議あったりして、先生が子どもと膝を合わせて勉強に取り組むというこ

とはなかなか厳しいですね。ただ、テスト前に部活動が休みになれば、先生も時間を作

れますので放課後に補充学習という形でフォローしています。 

 

◎座長 

 その辺りを行政としてどう補完していくかということも、我々に課せられた一つの課

題だと思っているとことです。一方、出口の問題という面では、高等学校の方がよりシ

ビアなところがあります。 
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○委員 

 今の発言の中に若干誤解があるのではないかと思います。明石の子どもの学力が低い

ということと大学受験の数値については多分誤解だと思います。 

明石市全体の大学進学を見ると、総合選抜時代でも決して劣ってはいない。ただ、総

合選抜という中で、俗に言う超トップ校的な数を一つの学校が出しているということが

無かったのは事実です。ですが合計すればやはりそれなりのデータを出していましたの

で、大学進学からして学力が低いということは、総合選抜時代でも、もしそう捉えてお

られれば誤解の部分があるのではないか。複数志願になってからは明らかにそういうこ

とは無いということは、ここ１、２年の実績でご存じのことと思います。 

他地区と比べても、例えば市内と隣の加印地区の三番手、四番手辺りを比べると、多

分明石の方が国公立の数などは実績を出しています。だからちょっとその辺りは誤解が

ある。 

数値的データについては守秘義務もありますからあまり言えませんが、高校入試段階

で考えると、地域が色々あって、そう高くなかった時期があったのは事実です。今はど

う変わっているか私もデータがありませんが、市単位、学区単位で平均点が出た時に兵

庫県の中での位置から考えると、やはり高校入学段階の成績が低かった時期があったの

は間違いない事実です。 

ただ今回の調査の数値について私自身が心配しているのは加印と比べてどうなのか

ということです。確かに兵庫県を比べるといいですが、学区拡大では加印とくっつくの

でそこと勝負していかなくてはならないですよね。では実際に加印と比べてどうなのか

ということはどこにもデータが出てきません。そういった意味ではちょっとまずいので

はないかと想像しています。 

過去の高校入試の段階での加印と明石の成績差ということが、今回も多分出ているの

ではないか。市民の皆さんに対して明石の学力は低くないということでこういう広報を

するのはいいと思いますが、実際に市教委がやっていく時には、加印と比べてみてどう

なのか、本当に心配ないのか、単純に平均点だけではなくて度数分布を見て、上位層は

どれくらいいるか、もしくは高校入試がちょっとギリギリかなという層がどれくらいい

るか、というような度数分布からの分析をもう少しやっていかなくてはならないと思い

ますし、私自身はこの数値を心配しています。 

 

◎座長 

 この分析については、今後学識経験者の大学と連携したような形の分析も取り入れて、

今のご指摘も含めてもっと細かくやっていく必要があります。この先生方と一緒にやっ

た分析でも相当ボリュームのあるまとめをしていただいていますが、より有効に活用し

て今後に活かしていくとなると、この分析についてはもっと細かくやっていく必要があ

り、今のご指摘も十分踏まえて今後取り組んでいかなくてはならないと思います。 

他の皆さんはいかがでしょうか。 

 

○委員 

 私はこの広報が配られた時に、えっと思って読み直してみたんですが、よく見てみる
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と確かに上回ってはいますが、下回っていないというのが実情でこれを平均ぐらいだと

言うんじゃないかと思います。 

平均点が出してあって、平均で比べるしかないのですが、うちの子どもにもよく言う

のですが、平均というのが全体的な姿を映し出しているわけではないと。やはり一部の

進学塾に通っている子ども達が平均点を上げていて、著しく低い人がいるという場合も

あると思うので、そこら辺について考えていかなければいけないと思います。 

それと先ほどの明石の高校から大学に進んでいる実績についてですが、毎年週刊誌に

結果が出ていますよね。週刊誌が出しているのが本当かどうかは別にして、それを見る

と加古川市や神戸市と比べるとやはり少ないと言わざるを得ないのではないかと思っ

ています。 

 

○委員 

 週刊誌のデータは高校から調査しているものですので、多分間違いないと思います。

単独選抜を行っていた地域には俗に言うトップ校、あまり良い言葉ではありませんから

あまり使いたくない日本語ですがご容赦いただいて、一番手校、二番手校、三番手校が

ありますよね。その辺の合格者数が表にバンと出てしまうんですよね。明石の場合、総

合選抜の時代があり、そして複数志願になってからもまだ若干総合選抜時代の要素をだ

いぶ色濃く残していますので、各高校に合格者が分散しているのです。だから例えば加

古川のトップ校が 100 人、明石のトップ校が仮に 50 人。それだけを比べれば確かに低

いように思います。ですが一番、二番、三番、四番を足したらどうなるのかということ

を考えていくと、とんでもなく劣っていたわけではないということを言っているのです。 

複数志願になってからも単独選抜地域からの複数志願、総合選抜地域からの複数志願

ということを考えた場合、はっきり言ってやはり昔の総合選抜や単独選抜の進路指導の

様子が色濃く残っています。だからどうしても成績の標準偏差は各高等学校で広い。故

に俗に言う一番手校同士を比べると確かに数字上は若干マイナスがあるかもしれない

が、三番手同士や四番手同士で比べたら多分逆転してくる。そういう意味で合計すれば

見劣っている部分は無いんじゃないか。多少はあったとしても週刊誌に出てくるほど極

端な差は無いというふうに私は理解しています。 

 

○委員 

例えばトップ校に優秀な子どもが沢山いるとしたらコンペティションを続けてより

伸びるのではないですか。 

 

○委員 

 それは両面あると思います。例えばちょっと明石のことでは無くて、私は加古川地域

の高等学校で教諭をしていた経験ですが、中学校の時の成績を言えば私が勤めていた高

校のトップの子よりも一番手の高校の一番下の子の方がきっと断トツに上です。しかし

大学への進学結果を見れば私が勤めていた高校からでも神戸大や大阪大へ進学する。一

番手の高校の全員がそういうところへ行けるわけではないので、非常に難しいです。 

競い合って伸びる子もいれば、中学校時代トップだったのに高校へ入ってどんけつに
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なってしまって、つぶれてしまう子がいるのも事実です。だから一概にどちらが良いと

は言えないですね。 

 

◎座長 

なかなかシビアな話ですね。 

 他の委員はどうでしょうか。掘り下げていけば色々と課題が見つかってくるし、学校

現場の方へもそれぞれ市全体の様子はお返ししていますし、各学校が戻ってきたものを

見ながらそれを活かそうと今取り組みを進めていっているところですが。 

 

○委員 

全部の学校が参加ですから、２８小学校と１３中学校、個々の学校の成績は当然わか

るはずです。これはなかなか難しい問題ですが、それを全学校に知らせているのか、あ

るいは全然知らせていないのか、その学校の成績だけをその学校に知らせているのか、

明石の場合はどういう方法をとられているのですか。 

 

◎座長 

 その学校の状況は国から直接データとして学校へ戻ってきます。 

以前にお話がありましたように、この度、少なくとも校長先生には知らせなくてはい

けないのではないかということがあり、校長会等でもこういう形でお返ししたいがとい

うことで、お示しはしています。 

数字というのはそれが学校の取り組みの全てであるかのような伝わり方をすると、地

域や家庭の状況もそれぞれ違いますので、それはあくまで一つのデータとしてもってい

ただいて、自校として今後どう取り組んでいくのかという形で活かして欲しい。そのこ

とが違った形で一人歩きをしていくということもありますし、相当丁寧に、意見交換を

しながら捉えていくという形でなければ、むしろ違った面で受け止められたデメリット

分だけが浮かび上がってくるということがあります。ですから、そのことは校長先生の

ところでしっかりデータ管理をしていただきたいとしております。 

一方、平均点についてはこれで良い・悪いというものではないのですが、やはり家庭

の学習習慣や生活習慣と大きくつながっている部分もあるし、学校としても保護者とど

うつながっていくのかというのは、非常に大事なところだと思います。学習習慣や読書

などがリンクするということは、全体的に言われているし、ごくごく当たり前のことか

と思いますが、それ以外にも家の手伝いや、家庭でのコミュニケーションの有り・無し、

家族で一緒に食事をとっているかということも、こういった学習面とかなり相関関係が

あるということですが、こういうことをもっと懇談とか色々な機会に、また我々の方か

らももっと家庭へお知らせしていく必要はあると思います。 

子どもの生活習慣・学習習慣について、家庭への返し方や色々な情報提供については

どうですか。 

 

○委員 

悉皆調査の結果、学力のことについては教師それぞれが分析をしたりしています。学
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習指導要領も変わって、今年の研究発表会を見るとかなり授業のあり方も変わってきて

いるなと感じます。そんな中で授業については学校の職員室で先生方も話をするんです

が、この頃は学級懇談会等が減ってきている部分があるのではないかと思います。 

私が新卒の頃は学級懇談会の中で子どもたちの様子を話したり、先生が地域に出向い

て夏休みの過ごし方や家庭学習のあり方について話をするようなことがよくあったと

思うのですが。この頃は学級懇談会でも先生と保護者とが話をする場の設定がなかなか

難しく、集まってきていただく人数も、話題も少なくなってきている感じがします。 

ただ、教師の方も朝食の状況や家へ帰ってからどれくらい勉強しているのか、どれだ

け学校のことを話しているのか、というようなことは学力との結びつきが多いというこ

とが、今回数字として出てきている部分があります。職員からの意見としても、お母さ

んたちとの話や学校からのプリント等で、どれだけそういうことを訴えていって、ご意

見を頂くような機会を増やすかということを考えていかなければいけないということ

がかなり出てきています。 

 

◎座長 

 いわゆる一般的なデータや調査結果をお知らせするという部分と、他方ではそれぞれ

家庭の状況が違い、保護者の方と子どもの時間帯が全く合わないというような家庭もあ

りますから、そんな場合には子どもの家庭状況に応じて個別の関わり方をしていくこと

が大事なところだと思います。こういう形で生活習慣や学習習慣をつけさせるようにと

行って働きかけるとか。 

先ほど言われたように個別のフォローや個別の関わりをどうしていくかというあた

りも非常に大事で、その中から家庭との緊密な連携が生まれてくるというところもある

と思います。しかしその辺はどんどん忙しくなってきている中で大変難しいですよね。 

 

○委員 

放課後の時間帯に子どもと一緒の時間を長く取るという必要性は十分感じるんだけ

れども、一方でどうしても安全ということが一番大事な扱いとなっており、時間帯を設

定してスクールガードさんが好意で帰りを見守って送ってくれているので、放課後に子

どもを残して学習させることが難しいという現状があることは確かです。だから夏休み

のある一定期間に算数、国語、図工の教室を開くということでの対応が今はやっとで、

放課後に子どもを残すということはほぼ難しい状況にあります。 

 

◎座長 

 なかなかその辺の設定の仕方は難しいですね。 

 

○委員 

 保護者の方と例えば家庭学習をどんなふうに設定するか、宿題のことや、家でこうい

うようなことを聞いてあげてくださいとか、本読みは毎日必ず聞いてあげてください、

というような話を直にしていくということが、小学校の段階では特に大事なのではない

かと思います。 
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保護者ともお話していく接点というものがやはり大事で、共通の話題を持って一緒に

能力・学力を高めていこうという接点を作っていくことはなかなか難しいのですが、や

はりそれが必要なのかと思います。小学校は６年間ありますからそれをいかに有効に活

かせるかということはかなり大きなことです。 

 

◎座長 

 なかなか保護者の方も時間帯が難しいですし、学校でも個人懇談会は別にして学級懇

談会となるとなかなか残っていただけないですし、その時に具体的な話が聞けるかどう

か、それで意見交換ができるかどうかで随分違うと思います。懇談の持ち方は色々工夫

して色々な手立てを講じられてはいますが、今後とももう少し一工夫しなければならな

いところがあるかもしれませんね。 

 

◎委員 

 学力向上に良い特効薬というものは無いと思います。やはり子どもたちが「やった努

力が必ず報われる」という強い信念を持って、やる気を出していくことが大切だと思い

ます。そのやる気を引き出すのはやっぱり先生や親の力だと思います。子ども自身がや

る気を出さなければ学力向上もできないと思います。 

それとこうして学力向上の話をしているのですが、それも大切ですが、今の世の中は

何が起こるか分かりません。例えば明石・神戸で大震災があったり、東北でも大震災が

ありました。そんな時に辛い目に遭っても、そこから立ち上がり駆け上がっていくよう

な力、強い精神力と強い身体を身に付けることが必要だと思っております。 

 

◎座長 

 その辺りのところはもちろん学校が担って役割を果たさなければいけませんが、家庭

や地域とどうつながって、子どもの意欲をどう支えていくかということは非常に大事な

ところだと思います。 

 

○委員 

 難しい問題ですが、勉強の事は学校へ任せておいたらいいというような感じも見受け

られます。私はそうではないと思います。もちろん学校は大事ですが、家庭にも家庭の

役割というものがあると思います。地域は地域として、事あるごとに行事をやって、今

の子どもに欠けていて味わえないようなことを地域の年配者が色々教えてあげるとか、

そういうこと全ての積み重ねでできることだと思います。 

今は家庭のお母さんも仕事が忙しくて、スクールガードとして立って欲しいと言って

も立ってもらえないが、是非、月に１回でもスクールガードとして立ってもらいたい。 

そういうことで色々なところに社会情勢の影響があり、何かが狂って昔の良き時代の、

非常にうまくいっていた時代からは変わってきていると思います。どこをどう触ってそ

れを修復するのかは大事な事です。 

昨日も先生方が懲戒免職になったとテレビでやっていましたが、そういったものも変

わってきており、またそれに対する批判はするけれども、その前に自分たちはどうして
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いるのかと言いたいです。 

確かに学力向上が大事だということはわかるのですが、非常に難しい問題と思います。 

 以前に日本の学力について新聞で見ましたが、学力テストの結果は平均値と比べてど

うだったかということが掲載されていますが、非常に低いレベルの争いをやっていると

いうことはないんでしょうね。得点数で兵庫県、全国と比べて良くなっているのだと喜

んでいいものか。結果が良かったと言ってもレベルが低い中で良かったというのでは喜

んではいられないので。 

 

◎座長 

 現状を見て、より伸ばしていくとか、より子どもの意欲を高めるためにどうしていく

かというあたりが大事なことで、点数そのものは問題の難易度によっても違うし。平均

的に全国や兵庫県と比べてどうかということを意識はしておかなくてはいけないと思

います。 

より伸ばすためには明石市としてどう取り組んでいかなければならないか。例えば以

前に、中学校で習熟度に応じてその子のレベルに応じた授業をしているということを、

小学校でも取り組んでいかなくてはならないのではないかというご提案がありました。

確かに中学校の数学では一定の結果が見られるということは、そういう取組がある部分

で成果として出ているのではないかと思いますが、これについては両刃の部分があり、

子どもの意欲を削ぐということもありますから、今小学校では校長先生を中心にこうい

った取り入れをどうしていくかということを検討しているようです。 

 

○委員 

 ちょうど算数担当の校長先生と市内の算数の先生が何人か集まって、習熟度別授業に

ついて小学校でもどうかということを、調査したり研究したりしているところです。全

体に広がっているということは無いですが少しずつ増えていることは確かです。ただそ

うしたから子どもたち一人ひとりが少しずつ上がっているというところまでは調査が

進んでいないので、今はまだ話し合いをして具体的にどうなんだろうかという一歩手前

の話しをしているところです。 

 

◎座長 

 以前はそのことによって、レッテルを貼られてしまい子どもの意欲を削ぐんじゃない

かということも懸念されていましたが、むしろ中学校で取り組まれている状況を聞くと、

子どもたちも「分かった」とか「できた」という部分を大事にしているみたいです。で

もそれは一定の配慮があって、子どもがそういう受け止めをしているのだろうと思いま

す。恒常的にずっとあるクラスで固定的になってしまうと、マイナスの部分が大きくな

るだろうし。子どもたちが「分かりたい」、「分かって良かった」という受け止めをして

いるのは、単元や色んな所でご苦労いただきながら、その辺りの配慮が十分なされて、

進められているためかと思います。小学校の算数の部会を中心に、そういう一定の配慮

をしながらプラス面をどう見出していくかということを取り組んでいただいていると

ころで、私共としてはそれをしっかりサポートしていきたいというふう思っています。 
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 こればかりに随分時間を取ってしまいましたが、次に、前回話があった小中一貫等の

制度的なところですが、これについては他市でも先進事例が沢山あり、小学校と中学校

の境目で教師や仕組み等が変わることによって子どもが戸惑うところがあって、子ども

一人ひとりの資質など様々な面について、小・中学校の先生がもっと相互理解し、もう

少しスムーズなつながりをつくっていく仕組みが大事だろうということです。  

今、中学校区において幼稚園や保育所も含めた形で校区ユニットという一つのまとま

りを作り、中学校単位で考えていくために適宜集まるという取組が進んでいるのですが、

その中で、二見中学校区でモデル的に取り組んでいただいています。 

基本的に学校が担うのは学力ということに焦点を置く意味で、特に学力を向上させる

ためには小学校と中学校がどうつながっていくということに取り組んでいます。 

今年が初年度ですが、時間設定が難しい中で教師間のつながりや子ども相互のつなが

りについて取り組んでいるとこです。小学校と中学校ではそれぞれ目標設定をしている

のですが、中学校区で目指す子ども像、二見中校区として小学校と中学校が共通して「こ

ういう子どもに育てよう」という目標設定がようやくできたところです。 

これも時間をどう生み出していくということにご苦労されながらも、中学校の教科部

会と小学校の先生がそれぞれ分かれて何回も協議を重ねながら、モデルとして取り組ん

でいただいています。 

これから中学校区でどう取り組んでいくかという校区ユニットのつながりは大事に

していきたいと思っており、我々としてはそれをどう応援していくかが大事だと思いま

す。 

 これは前回いただいたご意見の中でそれが学力向上につながるならもっと積極的に

やらなければならないのではないかというご意見をいただいていますので、そういうこ

とも踏まえながら、今ある中学校区でやっていただいていることをモデルとしてこれか

ら投げかけをしていきたいと思っています。そういう意味で、ここで出していただいた

ご意見をちょっと一つ具体的な形としています。 

それからもう一つは学校規模の適正化についてですが、これについてもこの会の中で

随分意見交換してご意見をいただき、今、具体的に通学区域審議会の方で学校規模の適

正化と大久保地区で人口急増があることについて審議していただいているところです。 

事務局から今の状況について簡単に説明してください。 

 

●事務局 

 学校規模の適正化についての今の取り組み状況について説明致します。 

 ５月の段階で市内の小学校におきまして、いわゆる小規模と言われる１学年で１学級

しかないという学校、全校で１１学級以下の学校が１校あり、適正規模と言われる１２

から２４学級の学校が２８校中２３校、大規模と言われる２５から３０学級の学校が２

校、３１学級以上の過大規模校、つまり１学年で５学級以上の学校が先ほど座長の説明

にありました大久保小学校と大久保南小学校の２校となっています。特に現在大久保小

学校では３６学級あり、平均しますと１学年６学級あります。更に特別支援学級を合わ

せると３８学級という非常に大きな学校になっており、施設の利用等でも課題が生じて

いるという状況です。 
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 中学校につきましては、文科省が標準規模としている１２学級を下回る小規模な学校

として２校あり、錦城中学校が６学級、高丘中学校が１１学級となっています。過大規

模校はありません。 

 このように規模のアンバランスが広がっている中で、どういった規模が市として一番

望ましいのかという基本的な考え方をまとめる取組を今年度から始めているところで

す。通学区域審議会の方で大きく２つ、適正規模の取り組みと現在施設等の利用で課題

が生じてしまっている大久保小学校についての検討を進めているところです。 

 

◎座長 

 ここで色々と適正規模や施設面の事についてもご意見をいただきましたが、具体的に

は通学区域審議会において、委員にも少し多く入っていただいて議論しています。以前

に内部協議の中でお示ししたデータ等もあるのですが、今度はもう少しオープンな形で

皆さんに知っていただいて、市としての考え方をまとめようとしています。 

例えば通学区域の変更をするとか、調整区域をどうしていくのかとか、統廃合も含め

て、具体的にどうしていくのかという議論を今後展開していく上で、その基になるベー

スをまず一つ決めるために議論しなければなりません。 

それともっと急ぐのは大久保小学校の件で、もう教室が無いという状況が目前に迫っ

ており、しかも新たに作る場所の確保も難しいという状況の中ですので、緊急の課題と

して議論しているところです。 

 

○委員 

 答えはわかっているのですが、答えとして出しにくいのです。金は無いから新しく作

ることはできない。通学区域を変えて新しく校区境を引こうとすれば、兄弟で同じ学校

に通わせたい。統廃合だとこの学校の名前が無くなるのが嫌だとなる。 

大体答えはわかっているけれども、そういうことをどうするかという問題があります。

とにかく一番困っているのが大久保小学校でものすごい児童数になってしまっている。

そこは児童が中学校進学時に大久保中学校と大久保北中学校に分かれるので、それも問

題です。 

 一つ新しい学校を作るのが一番良いが、二十数億円かかるということなので、財政健

全化に取り組んでいる中でそんな余裕は無い。それならこっちの学校へ行っている子ど

もをあっちの少ない学校へというふうに線引きしてやるしか仕方が無いが、PTA が反対

する。それしか方法が無いなら仕方がないと思うが、その辺りの理解をもらわなければ

どうにもできません。 

 

◎座長 

 今、その一端をお話しいただきましたが、当然地域の関係の方々にも入っていただい

て、全体的な話だけでは前へ進まないので、各論的な話をこれから煮詰めていかなけれ

ばいけないところです。 

大久保中学校でも同じことが言え、施設面では一杯一杯で、まだあの地域ではどんど

ん開発が進んでいるところです。今は小学校の方がもっと緊急度が高いのですが、大久
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保中学校についても子どもが上がってきますから、その辺は非常に厳しい状況にありま

す。 

 

○委員 

減るよりは増える方がいいですね。 

 

○委員 

 大久保中学校ではものすごく大きな問題が発生しようとしています。JT 日本たばこ

産業が平成２７年の３月３１日で閉鎖されるので、その跡にマンションでも建ったらと

んでもないことになります。それは大久保南小学校も同じですが、市として都市計画の

中できちっと対応していただいて、大きなマンションが建たないようにお願いしたいと

思います。 

 

◎座長 

 アンバランスな状況がますます広がっていくという状況の中で、ここでは十分な意見

交換ができていないのですが、先ほどおっしゃったように部活動は生徒にとっては非常

に大事ですし、そういう意欲や将来の事も部活動を元に進路を考える生徒もいるので、

部活動についてどうしていくのかということ問題があります。 

市としては部活動の検討委員会を持っているのですが、この辺をどう考えていくかは

単に部活動をどうするかだけでは解決しない問題ですので、もうちょっと広げた中で考

えていく必要があります。子どもの数が減ると指導する教員の数も減っていきますから、

やはりなかなか難しい問題があるのですが、部活動の検討委員会も委員の拡大を図って

別途協議を進めていきたいと思っているところです。 

  

まとめという形にはなっていないのですが、最初に振り返りをさせていただいたよう

に、これまでそれぞれのテーマについて大事なご意見を沢山ちょうだいしております。  

それらの中からでも教育委員会で議論し、一つの取り組みとしてまとめていこうとし

ているのが、今私共で進めようとしているところなんですが、なかなか子どもたちを放

課後残してというのが非常に難しい状況の中で、市として外からの後支えをどうしてい

くかというところも検討を進めているところで、またその部分については教育委員会議

の中で次年度以降の施策や事業展開として、ここでいただいた意見を元にして今考えよ

うとしているところです。 

 

もう一点、土曜日のあり方についてですが、国の方から「教育委員会が必要とあれば」

土曜授業が行えるように法改正がされたところです。今までは「特別の事情があれば」、

ということでした。今後、教育委員会としてどうしていくかということも求められると

ころですので、ここでご意見をいただいてもすぐにどうこうするということは無いので

すが、何かお考えがありましたらお聞かせいただければ大変ありがたいと思っておりま

す。 

土曜授業として設定した場合には、代休日等を設けないで、教育課程上の教科や特別
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活動、総合的な学習の時間、行事等を土曜日に行うことになります。参観日や運動会な

どは土曜日に行っても代休日を設けますので土曜授業とはなりません。もちろん全員が

出席する日になります。 

教師の勤務時間については夏休みに休むということなりますが、現状として例えば中

学校では部活動でずっと出勤されている状況があります。制度上は休みを取れるように

なっているのですが、現実はなかなか取れないという現状です。 

それから土曜授業ではありませんが、土曜日に行う活動ということで、家庭や地域の

中において、学校では味わえない充実した活動をするために、地域等色々な方のお力を

得ながら土曜日の活動を設定していくということもあります。 

急で申し訳ありませんが、この機会にご意見をいただき、今後参考にさせていただけ

ればと思いますがいかがでしょうか。 

 

○委員 

どこの協会でも土曜日に大会等の行事をたくさん行っているところが多いので、それ

を日曜日に一斉にやるとなりますね。 

 

○委員 

 社会の変化が激しくて子どもたちにも携帯電話の問題や薬物乱用など色々な問題が

出てくるので、学校だけではなかなか教育できないので、土曜日なんかを使って社会と

つながって教育するとか、家庭と共同で子どもを育てるということで土曜日を使ったら

いいと思います。 

 

○委員 

 先ほど学級懇談会の事をおっしゃっていましたが、小学校の時は連絡帳もありますし、

先生とお話ししたりしてコミュニケーションを取りやすく、意見を聞いてもらいやすい

雰囲気でした。 

中学校でも学級懇談会とか、もうちょっと意見を言いやすいような、先生と話しやす

い雰囲気の会があれば、そういう土曜授業なんかのこともどうしたら良いかという保護

者の要望が沢山出てきそうな感じがします。 

 

○委員 

 土曜の授業に関しては、私たちが子どもの頃はそれが当たり前でしたから、多分授業

のカリキュラムを進めるのに余裕があったと思います。だから学期末にはお楽しみ会を

しましょうとか、ちょっと自由に皆で考えて使っていいですよ、というような時間があ

ったんですが、今は多分ギリギリなんでしょうね。たまにやる学年もありましたが、余

裕が無くてそういう時間が無いのではないかと思います。 

先生方がお忙しくなると思いますが、その辺は国がその要員の予算を何とかしなけれ

ばいけないのですが。代わり代休が取れるような仕組みを整えないと、今のままで土曜

日もとなると、ますます先生の負担ばかりが増えるのかなという気がします。 
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○委員 

 多分月２日土曜に授業をやる隔週から完全な今の状態になった時に「行事の精選」と

いうことがだいぶ言われました。授業時間確保のために昔あった行事が片っ端からどん

どん無くなったというのが事実です。そういったところで学力以外のプラスアルファの

部分が養えていた部分が無くなっていっているのかと思います。私は基本的には土曜日

も何らかの形でやっていくことに賛成です。 

それから教員の勤務が労基法の関係から週何時間と決まっているので、それなら普段

夏休みまで延長しなくても、個々人によって例えば月曜日の午前中は勤務しないとか、

もっと弾力的にやっていけるなら一番いいと思います。昔はそれがある程度自由にでき

ていたのですが、今はこういう社会ですから先生はサボっているのではないか等と色々

言われる中で、世間の目も非常に厳しくなり、勤務時間がきっちりなってしまった。け

れども確実に管理すればいいことなので、土曜日までやりながら夏休みまで持ち越さず

に、普段の時でも４時間なら４時間に振り返られるような形とか、そういう制度設計が

できたらもっと面白いんじゃないかと思います。 

 

◎座長 

 現場の先生方には後で聞こうと思うのですが、ウィークデイがものすごく詰まってい

ることは確かですね。内容を減らし、授業時間数も減らした中で５日やっていた分が、

この度、授業時間数は増え、内容も増えるのに同じようにしなければならないので、ま

すます月曜から金曜までの詰まり具合は非常に大きくなります。土曜日が現実にそうい

う形になれば普段の過ごし方も変わってくるということもありますが、今のままで土曜

日もすると言われたらギブアップだろうと思います。 

 

○委員 

 私の時はもちろん土曜日もありましたから、やることに反対は無いと思います。やは

りやるべきではないかと思います。今の子は勉強しないと言われますが、勉強の中身の

濃さが違うので一概に言えませんが、それでもやはり土曜日はやるべきだと思います。 

 どうせ中学校になるとクラブ活動とかで出てきているので、午前中だけでも勉強する

とか、そういうふうに一時にされると運動場が足りないとかそういう問題が出てくる、

中学校にもなると非常に部活動が活発になり、今までローテーションを組んで土曜日の

午前と午後に分けてやっていたことができないということにもなりますからそういっ

た問題も出てくると思います。 

 

○委員 

 一個人としては息子と孫がいまして、息子に関しては高校時代は土曜日もある学校に

行っていたのですが、子育てしてきた感想としては土曜日が休みであっても遊んでいる

だけというイメージしかないです。実際私たち職員も週休２日制になっているのでその

辺りを考えると難しいのではないかと言うのが第一印象です。先ほどおっしゃったよう

に勤務体系をフレキシブルにするとか、何らかの工夫を取り入れていかなければ難しい

と思います。 
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 特に中学校については、クラブ活動もあることですからなおさらではないかという印

象をもっています。 

 

○委員 

 難しいと思いますね。保護者の方がどういうふうに思っているのかということはちょ

っと知りたいと思いますが、教員サイドからすると今の状態で土曜日をするということ

になると、体力・精神力の面でかなり疲れるだろうということは確かだし、実際小学校

では学級担任制というのが大きな意味合いを持ちますので、やはり学級を持ちますと本

当に休みにくいんですよ。代休を取りなさいと言われてもなかなか取れないというのが

事実だと思います。夏休みにまとめてとりなさいという話なんですが、本当に精神的に

持つのだろうかということが心配です。一番精神的な部分を含めて職員の健康状態はど

うなるのかと思います。それから今はやはり土曜日にほとんど行事が入っていますよ。

そういうことの調整もかなりしていかなければ難しいということがあるし、土曜日にあ

る会議が日曜日になるとすると、職員も地域の行事に出たりということがありますので、

そうすると１週間フル回転ということにもなります。今の状況の中で土曜日と言うのは、

制度的なことも含めていろいろ整えていかなければ、やってきたことを元に戻すという

ことはそんなに簡単な事ではないという気がします。 

 

〇委員 

 ちょっと昔を振り返ってみたら、土曜日を「半ドン」と言いまして、非常に柔らかい

響きで、教師の方も土曜は昼からゆっくりできるのだという思いがありました。 

ところが今おっしゃったように、現状で土曜日を授業として持ってくるならば、先生

たちはぎゅうぎゅうの中にそれを詰め込まれるというイメージを持たざるを得ないと

思います。 

学校の先生とは面白いもので、例えば学校５日制になって２日休みになったといった

ら、中学校の場合はほとんど部活で出てきます。本来は１日休まなければいけないので

すが、休まない。子どものためにと思ったり、成績を残さなくてはいけないというよう

な思いから休めない。やらなければいけないという意識がものすごく強い職種かなと思

ったりします。 

 

◎座長 

 そんなことが次々と現場や私共に問題提起としてどっと寄せられ、法改正も進み、求

められる声も大きくなってくる中で、体制をどう整えていくのか。今のままでやってく

ださいということは到底できない話ですし。これは教育委員会議の中で議論すべき一つ

の課題ではあるかと思います。すぐに結論が出る話ではないですが、色々なところから

意見を貰いながら、また委員会の中で検討していくことかと思います。 

次々と色々なことが投げかけられるので、それにしっかり向き合っていかなくてはな

らないということで、せっかくの機会ですのでいくつかご意見をちょうだいできたらと

思い、急遽お聞きしました。 

前回にもちょっと触れさせていただいたように、この会では何かをまとめてこれで事
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業などをしていくということではなく、その時々でテーマ設定をしてご意見をちょうだ

いする。そしてそれを実施すべきとなったことについては教育委員会議の中でどうやっ

ていくかを話し合います。貴重な意見を沢山いただきましたので、教育委員会議に引き

継いでいきたいと思います。 

 色々な形でご意見をちょうだいしましたので、本会そのものは私としてはひとまず閉

じさせてもらえたらと思っています。いただいた多くの貴重なご意見を今後どう活かし

ていくかということですが、具現化できるものについてはこれから何らかの形でできる

だけ具体化していきたいと思っているところです。 

 そういう面で、前回もちょっと触れさせてい頂きましたが、一応今回を最終回とした

いと思っております。この際、全体を通して何かこれだけは言っておきたいということ

があればお聞かせいただきたいと思います。 

 

○委員 

 これまで検討の対象にならなかったことですが、前から思っていたことは、教育の機

会を与えるという意味で、できたら明石独自の給付型の奨学金を検討いただきたいです。

学校育英会とかはどんどん返済が滞って大変だという話もあるのですが、やはり明石の

将来の人材は明石で育てるということで。だから学生にどんどん世界を回ってもらって

から地元に帰ってきてもらい、その時には奨学資金を貰った人はできるだけ働いてもら

えるような仕組みを是非ご検討いただけたらと思います。 

 

◎座長 

ありがとうございます。今、国の方でも給付型でしていこうかという動きがあります

ので、その状況等を見ながらそことは違うものをした方がいいのか、それを活用しなが

ら対象者を変えていくとかいう辺りをちゃんと検討していきたいと思います。 

 他にございませんか。 

そうしましたら、沢山ご意見をちょうだいし、また個別に色々とご意見をちょうだいす

るようなことがあるかもしれませんが、これまで９回にわたり回数を重ねてきて、ちょ

うだいしたご意見をなるべく今後とも活かしていきたいということで、今回をもってこ

の懇話会を一旦閉じたいと思っております。 

委員の皆さんにおかれましては、これまでも熱心にご議論いただき、本当にありがとう

ございました。 

 

○副座長 

 ９回に渡りまして本当に色々とご意見をいただきました。これまで色々な会議等に関

わってきましたが、この懇話会では本当に建設的な、貴重な意見をいただいたと真摯に

受け止めております。座長が申しましたように、今後、教育委員会の方へ報告させてい

ただき、いただいたご意見についてどう考えていくかということについてご議論いただ

いたと思っております。本当にありがとうございました。 

 

 

 22



 23

◎座長 

 それではこれをもって教育懇話会を閉じたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

 

以上 


