
令和元年 11 月総合教育委員会 会議録 

 

日 時   令和元年 11 月 8 日（金） 午後 4時 00 分～午後 5時 30 分 

場 所   中央公民館学習室 A 

出席者   町長       壬生照玄 

教育長      帯刀昇 

      教育長職務代理者 藤田柳治 

      教育委員     宮島元子  鈴木ちほ  湯澤正農夫 

      事務局      福島事務局長・大沢局長補佐・清水局長補佐・松島子ど

も支援係長・寺沢社会教育係長・久保田文化財保護係長 

 

1、開会 

2、町長あいさつ 

子どもたちが地域でいろいろなことを学ぶきっかけづくりや、知るチャンスが圧倒的に

不足しているのではないかと言うことを以前、話をさせていただきました。そうした中で

本年度南北小学校の交流事業、校長先生との懇談会が実現されてきました。また、中学校

でまちづくり懇談会等を開催して、総合計画・総合戦略の将来像についての話し合いを行

い、高森町が進めている３つのプロジェクトに対し、子どもたちが参加して、地域をこれ

からどのようにしていくか、リニアに向けてどうしていくのかといった意見交換もするこ

とができ、いろいろな取り組みが徐々にではありますが進んできていると思います。こう

いった取り組みを進める中で、町が掲げる１０年計画、その中で教育がどのように付いて

くるのか、更に来年度どういう様な事業を展開していくのかと言うようなことについて、

その話し合いができれば良いなと思っていますので、短い期間ではありますがよろしくお

願いします。 

 

事務局） 

各委員の方から議題を提案していただきまして、進めて行きますのでよろしくお願いし

ます。 

 

藤田職務代理） 

EBPM の仕組みを紹介します。１９６０年代からアメリカで取り組まれており、先進国

ではこの取り組みを活用しています。日本でも、最近取組みが始まりました。国の省庁、

都道府県も徐々に取り組んでいますが、町レベルでは高知県のある町で行っていると聞い

ています。どういうものかと言うと、政策を立案する時には根拠があり、その根拠をどの

ようにまとめるかが一番問題でありまして、今まではどうしていたかというと、エピソー

ドベースだとか慣行とか言ったもので、主な政策目標達成のため実効性に欠けていたと言



う反省をしてきました。こうした中で統計などのデータを活用しましょう、ということで

す。私は EBPM をこのまま町に取り入れて行こうと考えているわけでなく、もちろん教育

分野に関係していますが、施策評価に取り入れていただきたいというのが私の提案です。

少し背伸びをしたくらいの根拠のある施策評価をしていただきたい。というのは、しっか

り記録をとって評価者から質問されたときにデータを出して次年度の方針の説明をして提

案もできる。例えば、学校の画一的な宿題は基礎学力の向上に効果があるのかどうかを調

べてみてください。小原ヶ丘塾の成果と言ったものも成果を図るやり方が当然あるのでそ

ういったものを積み重ねて効果測定をしながら新年度の予算に繋がるということになる。

評価の部分にこういった考え方を取り入れていただきたい。ただ、評価の中には矛盾が出

てくる場合もあります。評価の表面を鵜呑みにするのではなく評価の中身を分析して課題

を探り原因をつかんでいくことが必要です。（※資料により説明）EBPM は聞きなれない言

葉ですが、要は根拠があり、しっかり記録を取って、今までのデータを照らし合わせなが

らある程度の分析を加えながら施策評価を行って欲しい、というのが一つ目の提案となり

ます。 

壬生町長） 

アンケート結果が矛盾した場合はどのように考えれば良いですか。 

藤田職務代理） 

その下その下の詳しい内容にシフトして考える、評価のパラドックスとういものがあり

難しい場合もあります。 

壬生町長） 

こども子育て支援事業計画のアンケートでは、実際矛盾が起きている事はありますか。 

事務局） 

アンケートの設問の中で、子育てを主に行っている方は誰ですかと聞いた場合と子ども

に日常的に関わっている方は誰ですかと聞いた場合で似たようなことを聞いているのです

がそれを集計していくと携わっている人の結果が違い、矛盾が発生している状況です。ア

ンケート内容は国が示したものになりますが、矛盾が生じている状況です。 

壬生町長） 

例えば一年後とかに EBPM で施策評価するのに、どのように評価するのですか。 

藤田職務代理） 

対象が変わるとデータが変わってしまうので、同じ人に対してアンケートを取ります。

家庭環境が違うので同じ人でないとデータが変わるわけです。やり方とすれば小原ヶ丘塾

を例にとると、塾に行っている人と、行っていない人に分ける、それで１学期と３学期の

テストの結果を比較する。が一つのやり方、もう一つは小原ヶ丘塾に通っている人と通っ

ていない人、小原ヶ丘塾に通っていないけど塾に通っている人と通っていない人の４つの

ブロックに分けて比較する。１学期と３学期のテストの差を比較する。上がっていれば小

原ヶ丘塾の成果は上がっていることになります、という事を施策評価に出せばよいと思い



ます。 

 

湯澤委員） 

数値的には正しいと思うが評価は難しいのはでないでしょうか。教育評価はいろいろな

因子が多く付け加わっているので単純ではありません。例えば全国学力テストも母集団が

変わってくるわけで、本当は母集団が同じでどう変わって行ったかを検討しなければ学力

の向上があったかは分かりません。NRT の様に母集団を同じにして行っていけば指導方法

がどのように影響しているのかが分かりますが、母集団が変わってしまうものは比較して

も学校の様子は分かるが子どもたちがどのように変わって行ったのかは分からないと思い

ます。小原ヶ丘塾なら子どもたちを追っていかないとどのように変わって行ったかは分か

らないし、また、塾だとか、テレビを見ている時間だとか宿題はどうだとか様々な因子も

影響するので小原ヶ丘塾だけが効果を上げているかを見るのは簡単ではないと考えます。 

藤田職務代理） 

それは、それでいいと思うが小原ヶ丘塾の成果を検証するにはこの方法でしかないと思

います。 

壬生町長） 

成果をどのように検証するかの前に、検証をするかしないかもあると思います。事務事

業で小原ヶ丘塾の成果を図る前に、小原ヶ丘塾の目的は何なのかを聞く必要があり、文科

省のやっている勉強をどんどんやって良い高校へ入った人を多くする事が目的であればそ

のような検証をやれば良いと思うが、そうではなくて地域に根差していく人を育てていく

のが目的である場合もあり、結局は高森町の教育の根源はどこのあるのか何のためにやっ

ているかをはっきりさせないとどういう評価を得るのかは分からなくなってしまう。 

藤田職務代理） 

小原ヶ丘塾がホームページの最初にアップされているが基礎学力の向上を目指している

のですよね。今私が話したのは認知学力の事で、非認知学力の方が人にとって大事だが、

小原ヶ丘塾ではそれを求めるようなプログラムになっていませんよね。 

壬生町長） 

開始して４年経過し、そろそろ見直しの時期に来ていると思いますが、過去を振り返っ

て必要なものだったのか、上手く機能したのか、次の５年に向かってどのような事をやら

なければならないのか、そういうところの検証を今してくれている訳ですよね。 

事務局） 

小原ヶ丘塾で２９年までは受講した親御さんやお子さんにアンケートをとりました。３

０年度からは数字に表さなければならないという事でアンケートの内容を変えました。小

原ヶ丘塾は、基本的には基礎学力の向上と学習環境の提供を目的としています。あくまで

自己評価になりますが、テストの点数ではなく、基礎学力の向上ができたか、学習機会の

慣行が増えたか等を数値的にアンケートで聞くようになりました。 



壬生町長） 

行政評価を教育の分野で行うのは難しいのではないでしょうか。他の分野なら分かりや

すいと思います。 

藤田職務代理） 

定量的に掴むのは、非認知能力はテストでは分からないので難しい、定量的ではなく定

性的なものですからね。 

壬生町長） 

教育の分野も数値目標を持たざるを得ない時代なので KPI を何にするかは、是非議論を

していただきたいところですが、例えば学力テストの比較だとかそういうところでの評価

はやめて欲しいと思います。母集団は変わったとしても高森町のめざす姿に対して共感で

きる人はどのくらいいるのか、年度々で測って行くことをやって、更にこういう形にはま

りながらその後の政策に向けて分析できるかがあるかどうかですね。 

藤田職務代理） 

私が今回出したのは善処的なものとしての意見です。 

壬生町長） 

高森町の就職率を取るか地元の回避率を取るかすごく難しいところです。 

湯澤委員） 

３０年前に学力論争が頻繁に行われた際には、共通１次試験に端を発して長野県は学力

が低いと言われたので徹底的に学力を上げる努力をしてきました。子どもたちの学力は上

がり一般的に言われる良い大学や高校に入ることができた一方で、地域には帰ってこなか

ったわけです。何が失敗だったのかを考えると地域のことを教えてなかったのが失敗だっ

たと思います。いかに地域に根差した教育が必要なのか、その時に感じました。まさに、

現在行っている施策を一緒にやっていかないと子どもは帰って来ないのです。田舎の自然

だけではなく、人の営みが必要であり、それがなかったら子どもは帰ってこないと思いま

す。 

壬生町長） 

今やっていることが何年後かに結びつく事ができれば良いのですが。 

湯澤委員） 

阿智村は学力アップを目指しています。阿智村の考えは世界に巣立つ子どもを育てたい

と教育委員会では考えており、高森町とは全く反対の考えですよね。高森町はそうではな

くて町を大事にしていく子どもを育てたい。世界に巣立っていく子どももいて良いと思う

が、自分のふるさとが崩れていくのを何も思わない子どもたち、そういう子どもたちに育

って欲しくないなと思います。 

壬生町長） 

地方創生という話が来なければ、良い大学に行かせて良いところに就職してという子ど

もを高森町から何人つくれたかと言う事を成果目標にするのはそんなに難しい事ではない



し良かったと思うのですが、これだけ地方が疲弊していく中で地域をどのように作ってい

くかというと、表現が正しいか分かりませんが、子どもたちへ期待するしかないと感じて

います。その中で、地元に帰ってくるのが一番ですと言いながらも、帰って来ようにも働

く場所が無いという状況では良くはないので、リニアが出来て都会に出ても帰ってこれる

ような環境も出来てくる中で、高森町を大切にしてくれるという気持ちを持ってくれるか

どうかということが一番大事だと思います。ピンポイントに高森に帰ってきてとは言えな

いですし、就労状況が良くないという状況ではありますが、まずそのところは大人の責任

として子ども達のために働きかけていく必要はあると思います。また、働く環境はあって

も外国人労働者が働いているのは寂しい状況です。今現在、看護師や介護士は募集しても

人が集まらない現状です。福祉関係の学校に行っている人はいっぱいいるのに田舎に帰っ

てきて働こうとしない、都会でもそれをやろうとしないと言うでは何のために学校に行っ

たのかという状況になっていることも事実です。施設で介護してもらうことも大事なこと

だと思いますが、自分の親の面倒は自分でみようよと言う一番の根幹に戻ってみるとか、

そういうことも教えてあげないと誰かに預けて面倒見てもらってお金を払ってそれで終わ

りという話もどうかと思います。教育大綱もそういったことを含んで作っていただきたい。 

事務局） 

議論を重ね教育大綱をつくりたいと思います。 

壬生町長） 

今回のまちづくりプランは「なりたいあなたに会えるまち」で、それを一つの将来像と

掲げ、そこから政策施策の体系図を作るのですが、以前は紐づく評価シートを作っていた

んですが、それをやめ、きちんと紐づいている計画があれば、例えば子ども子育て支援事

業計画の評価をすることで施策の評価になるといったシステムに変えて行く予定です。で

すので、子ども子育て支援事業計画だったり、教育大綱などがきちんとした１０年後の将

来に向けてどういう子どもになって欲しいか、子どものために１０年間でどういうことを

やるのかという事ができていないと、担当ではないところから一切そこには話がいかない

ので、そこをどうしても皆さんで一生懸命やっていただきたいと言うところがあります。

私の気持ちは地元に帰って来いと本当は言いたいです。もう出て行かずにここに就職して

ほしいと。大学なんて行かなくて良いよ、と言いたいところですが、そういうことは言え

ることではないので、一度出て行っても高森に帰ってきやすい環境だったり、家を空家に

して手放してしまうのではなくてきちんと管理をするとか、お父さんお母さんとお墓の管

理をするとか何かそういう人間味のある人が高森町で育ってほしい、ただそれだけです。 

藤田職務代理） 

持続可能な社会づくりについて全町的なパッケージの話ですが、持続可能な社会づくり

を以前からわたしのテーマとして掲げていました。子育て支援を何のためにするのかを考

えた場合には子どもたちにとっては自立した大人になって欲しい、つまり、自分で考え判

断し行動できる人、もうひとつは次の時代の担い手になって欲しいと言う事もあると思い



ます。若者の地元への定着は実際飯田下伊那で４割強しかなく、毎年６割の若者が流失し

ていることになります、こういった現状がありますので教育サイドでどんなことができる

のかを議論に掲げてあるのですが、来年から学習指導要領の改定でアクティブラーニング

が動き始めます。そんななかで資料２－１のところに書いてありますようにアクティブラ

ーニングには課題解決型や創造型だとかいろいろあるのですが、特に課題解決型は町から

テーマを提供してあげて欲しい、環境とかいろいろテーマがありますがそのテーマを子ど

もが考えることをやって欲しい。先生はあまり手を出さない、自分たちで考えると言う事

は町の状況がどういう状況にあるのかをまず自分たちで発見しなければいけない。その中

でどういう解決策があるのか仮説を立ててどういうふうにしていったら良いかを自分たち

で考える。最後は自分達の班で発表する。人から聞いた話は半年経つと９５％は忘れてし

まうが体験して自分で話し体験たことは９割覚えているデータもあるようです。そういう

ことで学校教育の中では町からテーマを提供してあげることがひとつ。もうひとつは子ど

もの働き方改革が必要だと思います。子どもたちは通学して、勉強して、部活をやって、

また通学で帰ってきて、塾へ行って、夕食を食べ、宿題やって、予習やって、本当の自由

時間がない現状です。宿題は本当に効果があるのか画一的なものでというところから始ま

って子どもの働き方改革を考えていかなければならないと思います。 

親の一般教育勉強会が載せてあるが、例えば嘘をつかない、他人に親切にする、ルール

を守る、勉強するといった躾を行った子どもは、大人になった時に年収が高いというデー

タがあります。関係人口の拡大も必要だと思いますが、教育サイドで考えられる事を挙げ

てありますが、持続可能な社会づくりは身近な話だと常会だとか、区の運営の事などにも

関係しており、人口の減少は町の財政運営にも影響が出てくるのでここらは中心的なテー

マで取り組んで貰いたい。いずれにしても、持続可能な社会づくり、地域づくりというの

は教育委員会だけで成り立つことではなく全町的なパッケージだと思っています。 

壬生町長） 

大人に何か教育的なアプローチするのは必要だと思います。ですが例えば教育懇談会を

やりますと言っても中々人が集まらない、呼べない時代になったと思います。でも、子ど

もは学校にいるので、子どもに対してはいろいろな事を行う事ができる。やはり学校側の

理解と先生方の理解と時間、さっき言われた通り子どもは２４時間寝る以外スケジュール

がつまっている状況になっているとしたら、言い方が悪ければ文科省がやっていることが

間違っているという事になるのでは、という大きな話になっていってしまうが、学校の時

間が、文科省で言われているカリュキュラムでいっぱいになっているところを、高森町の

特色を出してどう変えて行くのかと言う事はこれから重要な事だと思います。そのために

は教育委員の皆さんが学校に納得してもらえるように取り組んでいただかないと、と感じ

ます。学校の先生と話していると「でも」とか「そうは言っても」とかの後に教育プログ

ラムでこういう事をしなければいけない、といった言葉がよく聞かれます。例えば、この

教科書は何時間やらなければいけないという会話になってしまう。何時間やらなければな



らない教科書の中にどれくらい地域性をもった内容が含まれているのかと言うのは地元の

人しか分からないと思っていので、教育委員や役場の職員がどのように入って行けるチャ

ンスがあるのかというのを是非教えて欲しいと思います。 

湯澤委員） 

一般的な学習の中に教材として入れ込むというのは限られてきます。教科書以外の事を

やるには発展としてやるのであって、それをやらずに他の事をやるのは難しく、以前にカ

リュキュラム以外の事をやって２０項目やってないじゃないかとクレームを付けられた事

もあると聞いたこともあります。例えば、社会科だとか指定されておらず、可能な教科も

あります。理科は地域材料を取り上げて教材に出すこともできるが、それには先生方のエ

ネルギーがすごくいるわけです。阿南町や泰阜村は、すばらしい教材を作り、例えば授業

の中に町長や副町長が入り一緒になって授業をしています。やるかやらないかが大きく、

これは、今までのやり方を変えるつもりで覚悟を持ってやらないと、授業改革はできませ

ん。 

壬生町長） 

高森町は何かひとつでいいので何か特色のある、他の地域にはない、高森の学校に通え

ばこんな強みがあるという、それが何なのかが欲しいと思います。 

鈴木委員） 

それをやって行くにも学校自体の質の向上が凄くいる気がします。 

湯澤委員） 

以前、土曜日を通常の事業は行わないようにして、他の曜日に学年を無くした縦割り授

業を行い、時間をつくり地域を学ぶ授業等を外部の企業等から講師を呼んで行った経過が

あります。先生たちはその講師とどのように授業を展開したら良いかを一緒になって進め

てプログラムを作り、２年間行いました。子どもは、土曜日はそれだけしかやらないので

すごく喜んでいたが、３年目に大変だからやめて欲しいという話が出てやめてしまったわ

けです。やる気のある先生がいた頃は良かったが、先生が変わりやりたくないという意見

が出るようになり、素晴らしい事でも持続していかない現状もあります。 

壬生町長） 

高校ではそういった事を始めていますよね。 

湯澤委員） 

はい、高校ではそういったカリュキュラムが導入されています。 

壬生町長） 

でもそれは、飯田市の教育長がしっかり働きかけてやっているのだと思うのですがね。

キャリア教育の一環で、地域性や特殊性を出していくとか職業校については余計そういう

ところが必要なので高校でもそういう事ができるのだろうなと客観的には見ています。高

校生が空家イノベーションのようなことをしていますが、高森には波及してこないなと思

って見ています。 



藤田職務代理） 

飯田市はつなぐ事業としてやっているようです。 

壬生町長） 

例えば高森町に高校がひとつあって、そこで徹底的に何かやれるという話になれば、や

はり高校生が取り組んだ方が結果として早く出るし、次に就職の選択を行う必要のある子

の方がいろいろな効果をはかり易いし、良いと思いますが、高森には高校がないので、ど

うしても中学生くらいのところで何か特徴を持った事ができないのかなと思います。 

壬生町長） 

千早原でパノラマ農園構想を検討していますが、そこにブルーベリーの畑があり、耕作

が出来ないということで、熱中小学校に相談があったんですが、熱中小学校生徒の皆さん

もそこまでやり切れる訳ではないと言う事で、熱中小学校の事務局長の新井さんが現在や

ってくださっています。この前校長先生と懇談をした時に、そういう畑があるんだけど何

とか子どもたちで世話をして、採って売ってくれて良いよ、と言う話をいただきました。

もしそういうような取り組みの中で、きちんと自分たちで収穫して、自分たちで売ってみ

るとか、土日に観光農園を開いてくれて一人千円で何キロとかで売れる事を子どもたちで

やってくれると良いなと言う話はあります。 

鈴木委員） 

今の中学校のカリュキュラムでできるのですか。 

湯澤委員） 

総合の時間として、３５時間ほどあります。 

鈴木委員） 

夏休みが長くなったことで、その後の運動会から郡展までがやっつけ仕事でやっている

ように感じ、これで何が育つんだろうと疑問があります。 

湯澤委員） 

学校でやりたいことを決めたら、他の事はカットすればいいと思います。 

鈴木委員） 

そういう思い切った判断をすればいいと思います。 

湯澤委員） 

私は、４５分授業はあまり意味がないと思っていて、学校毎に授業時間を決めてやれば

良いと思います。教育課程の裁量権は、教育委員会と言うか校長にあるので、できる訳な

んだけどやらないんですよね。 

藤田職務代理） 

１２月に３校の校長会の話し合いがあるので、そこで今の事を話し合いを。 

事務局） 

今３校とも保護者アンケートを取った中で行事を減らしていきたい考えがあります。 

湯澤委員） 



新しいことをしたいから今の事をやめるといったことがないとダメなのではないか。 

壬生町長） 

湯澤委員が言うように何をしたいからどうするというアンケートでなければやめると言

う人もやめないと言う人も半々のようなアンケートになってしまうので、アンケートで答

えを求めるにはやり方をもう少し工夫しないといけないと思います。 

藤田職務代理） 

運動会でも何のためにやるのかが検討されておらず、ただ同じことを繰り返しているよ

うに感じます。 

壬生町長） 

子どもの成長を見るためには、どの様な運動会にしたら良いのかをきちんと学校と懇談

ができていないと思います。 

湯澤委員） 

親御さんたちは、新しいやり方があると言う情報を知らないので、こういう新しい授業

があるといったことを示してあげないといけないと思います。なので、何故前の先生とや

り方が違うのかという疑問が生まれてしまう。学校でもっと発信してあげないといけない

と思います。 

壬生町長） 

これからの子育てに対して町がどのように考えているのか、やはり教育委員会の立場も

あるけど私の立場でも、保護者の皆さんときちんと懇談する機会が欲しいと思います。先

生より以前に保護者に納得いただかなければ、改善しないとすれば、一旦は行事の見直し

をすることとか、夏休みをなくすこととか、町としてこういう風に考えるとか、伝える機

会をつくります。そして、保護者が求めているものは何かということをお聞きして、その

上で自分の考えと政策が間違っているのか正しいのかと言う事を考えなくてはいけないと

思いますので、三校の保護者と話す機会を作りたいと思います。 

帯刀教育長） 

３校の校長先生方は非常に前向きに捉えて下さっていていろいろな事にも取り組んでい

ます。ただし、アンケートに頼ると、やはり、ある物を取り出してそのことに対してどう

かという話になってしまうと思います。湯澤委員が言ったとおり何のためのこのアンケー

トをお願いしているかという趣旨を分かるようにしながらアンケートを取っていくことで、

前年と比べてではなく、こういう力が付いているということがわかり、保護者の方にも納

得いっていただけるだろうと私は思っています。町長が言われたように保護者と話をする

中で、保護者はどういう考えを持っているかとういうことも把握すべきだと考えます。 

壬生町長） 

保護者の皆さんが、高森町の教育に他にはない特徴的な教育として何を求めているかを

保護者とワークショップをやれたらと思います。 

事務局） 



一気に特徴的にと言われても保護者も困るかもしれません。今の現状への意見を聞く中

で、こういうところを目指したいという話し合いがされると良いかもしれません。三校保

護者との懇談会の機会を設定します。 

 

宮島委員） 

いろいろに興味を持つとか考える力とか、基本的な知識とか読解力とかが無いと、考え

たり、その次を何か想像するとかができないと思います。今年度の学力テストで指摘しま

したけど、去年の一番多い山が三割回答です。全国平均や県平均にしても特別難しい問題

をやっている訳ではないので、普通七割位が山になるのが一般的な傾向でと思いますが、

三割の回答が一番多いということは、基本的な事が出来ていないのだと思います。興味を

持って読んだ本で、「非行少年はケーキが切れない」という本があります。その本を読んで、

今の子どもの多くが単発的に覚え、ある程度の大学に入ってくるけど、そもそも教科書が

読めていない、意味がとれていない、読解力がない。ドリルで漢字を覚えるとか、単語を

覚えるとか、単発的にはできるが意味ある文章として理解することができていない。実は

教科書すら読めていないのでは…。家庭環境とかスマホをするとか読書をするとか相関関

係があるとか調査をしたが結果みえてこなかったと。もしかすると学力テストにおいても、

質問の意味すら読めていない、理解できていないのではないかと、そこに問題があるんじ

ゃないですかというところを危惧しています。 

壬生町長） 

もしそうだとすれば小学校の時にやるべき事が何かと言う事がここで明確になってきま

すし、年を重ねたところで町がどうアプローチするのか、地域がどうアプローチするのか

がまた見えてくるように思います。今、図書館の活動に力を入れいてますが、それを通じ

ていろいろな事に興味を持ちながら本を読むといったことも大切ではないでしょうか。た

だ、本を読むことで、読解力が身につくかわ、分かりませんが。 

宮島委員） 

何をすれば読解力がつくかという回答は今のところないようです。 

壬生町長） 

人と話すことだったり、コミュニケーションなんでしようかね。 

宮島委員） 

基本的な意味を理解する簡単なテストをしてもものすごく回答率が悪い、考えて理解で

きれば回答できる問題もそれができない。大学の学生でもこれ位の回答率とういことがあ

って、要するに文章として理解する力、読解力がとにかく不足しているんだと言う事です。 

壬生町長） 

ただ、読むだけではなく読んだことで何を学べて、どのように表現するかということを

学校で学べれば良いのかのしれませんね。本を読んだ時の感想を友達と話す機会をつくる

とか、各校でも工夫が必要です。 



宮島委員） 

数学も文章題的なものができないとだめですよね。数学もエキスパートになるためには、

偉い先生が言うには読解力がないと数学自体もできなくなるとのことです。 

 

藤田職務代理） 

今、学校ではテストが返ってきた時に問題の解説は行っているのか。やりっぱなしでた

だ返すだけなのか。 

鈴木委員） 

クラスによっては間違えた問題の説明をしているところもあります。担任の先生により

ます。 

宮島委員） 

やり直しをしなかったら意味が無いですよね。今の教室の授業は分かる人は分かって、

途中で分からなくなった人は分からないままになってしまう。ケーキが切れないこども達

の本を書いた方は認知能力が低い子どもたちは、そこをやってあげないと、反省しなさい

と言っても反省する意味さえ分からない。褒める教育もだめだと言っている。褒めるのは

良い事だが教科書を読める力が無い子どもたちを褒めても、基本的に人間としていろいろ

考えたりする基礎学力の事をやってあげないといくら褒めたところで、社会で生きて行く

力が付けられないから、肝心な部分を伸ばしてあげないと全然意味が無い。それから、自

己肯定力がそういった少年は低い、自己肯定力が高い低いが意味があるのではなくて、客

観的な自分の位置とそれが合っている事が良いのであって、高すぎれば問題だし、低すぎ

るのも問題。今の現状をきちんと理解しているのであればそこからどうしていくのか重要

だと思います。高森の学力テストの結果を見て三割が山なのに、自分が学習できていると

か算数が好きだとか言うアンケートは九割位ですごく高い。全くできていないのに自己肯

定力だけ高いのは疑問です。アンケートの意味も分かっていなくて答えている部分もある

と思えて、高森の現状と近いのかなとも思います。 

壬生町長） 

南小学校は私が選挙に出る前から読書に力を入れていて、一年に 100 冊読むとかやって

いてその子たちが学力テストを受けた結果が今の話なんですよ。その結果を見て、私が思

ったのは読書のさせ方をきちんと教えないとだめだなと、やはり冊数ではなかったんだと

私も反省している。来年学習指導要領が変わって自分でプレゼンできるような授業がどれ

くらい増えていって、自分の意見を人にどれくらい分かりやすく教えることがどれくらい

できるようになるのか、その中にうまく地域性を組み込んでいければ良いのかなと思う。

分かりました、とにかく基礎学力は大事、勉強も大事、地域の事も大事そこをどこで折り

合いを付けるかということですね。まあ、そればっかりではだめでしょうけど。 

湯澤委員） 

基礎学力というのは基礎学力だけで押していってもつまらないものになってしまうから、



やりがいがなければ覚えないですからね。教員は大切だと思っていても子どもは意味を見

出せないから、自分のものになっていかない。同じ基礎学力でもそれをどういうふうに教

えるかが大事なんですよ。それがやはり新しい学習指導要領の本邦なんですよ。 

 

宮島委員） 

やはり人によって理解度が違うから、分からないことは苦痛でしかないんですよ。分か

りだすと面白いとか興味が持てるようになるはずです。 

鈴木委員） 

湯澤委員は、松川中央小学校の来年の新学習指導要領の実施に当たってプログラミング

教育にしても一年間の年間計画をつくって今から取り組んでいらっしゃいますし、要とな

る先生を一人置いてどういう教育方針で行くかとか学級づくりをしていくかとか、準備を

しっかりしています。私も、見させていただきましたが、そういう高め合うというのが学

校内であるのかなと思います。先日も湯澤先生が中央小で話をされていて、私の父も凄く

よかったから高森は地元なのに何で呼ばないのか言っていました。湯澤先生みたいな先生

がいるので、学校でも良いし、保護者向けでも良いので、話をしていただく機会を作って

いただくと、保護者もこういう教育の仕方があるんだなと、今まで北小でしか見ていない

ので、発展していく方法がないんですけど、こういうことを教えていただくとやっぱり目

も肥えて行くし、実際この前プログラミングの授業をケーブルテレビで流していたりする

んで町の方にも関心を持っていただきたいとういうのもあって、そういうのがあると学校

の先生もピリッとするのかなと思います。 

壬生町長） 

来年から新しいことが始まると言う先生たちの危機感がどれくらいあるのか、英語もそ

うだしプログラミングもそうかもしれないですけど、それを校長先生たちがどう考えてい

て準備しているのかですね。松川の方が危機感を持っていてちゃんと学ぼうとしている。 

鈴木委員） 

要となる先生がいて下さることも大きい。何とか改善して行こうとしている。先程の宿

題ではないですが自主学習にしてもこういう方法があると参観日に保護者に説明して、そ

こから家庭と学校とが協力しあってやる気をもった学習にしていきましょうという方向性

をもって中央小学校はやっていますので、そう言うところをどんどん真似して欲しいなと

思います。 

壬生町長） 

是非やってください。 

湯澤委員） 

核になる先生がいて前から一緒にやっていますが、新しいところに入って行くのはなか

なか難しいものです。 

壬生町長） 



次の会議がありましてこの辺でこの会議を終わらせて頂きます。 

 

閉会 17：30 


