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第１回 光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会 会議録 

 

 

                       日時  平成２５年９月１７日(火)午後１時３０分から 

                       場所  ホテルポートプラザちば２階「ロイヤル」 

 

1.開会 

○司会(込宮) 委員の皆様には大変お忙しい中、出席をいただきましてありがとうござい

ます。ただいまから、「第 1回光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会」を開会いたし

ます。私は本日の司会を務めさせていただく、教育庁教育政策課の込宮と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 

2.会議の公開について 

○司会 初めに、会議の公開についてお諮りいたします。「光り輝く『教育立県ちば』を推

進する懇話会設置要綱」第 5 条により、当懇話会は原則として公開で行うものとしており

ます。委員の皆様から特に御意見がなければ、公開とさせていただきたいと思いますが、

よろしゅうございますか。 

                                  (異議なし) 

○司会 それでは、公開ということで進めさせていただきます。 

 

3.知事挨拶 

○司会 それでは、千葉県の森田健作知事から御挨拶を申し上げます。 

○森田知事 どうも皆様、こんにちは。本日は大変お忙しい中お集まりを賜りまして、心

から御礼を申し上げます。また、皆様には本懇話会の委員に御就任いただき、心から感謝

申し上げます。ありがとうございます。 

 私は、千葉県には数多くの宝、ポテンシャルがあり、これにどんどん光を当てて輝かせ

ることにより、首都圏として日本をリードする日本一の光り輝く千葉県を実現することが

できると、そのように考えているところでございます。そのためには何よりも人づくり、

日本や千葉の未来を担う子供たちの育成が大切でございます。県ではこれまでも学力の向

上や道徳教育の充実、家庭教育の支援の充実など、「教育立県ちば」の実現を目指した取組

を進めてまいりました。一方で少子高齢化やグローバル化、情報通信技術の進展など、教

育を巡る環境の変化の中で、いじめ問題をはじめとする数多くの教育課題が生じていると

ころです。 

 こうした状況を踏まえ、本懇話会では今後の千葉県の教育の更なる充実に向けて、当面

する教育課題への対応を中心に、皆様方から忌憚のない御意見をいただきたいと思ってい

るところでございます。そして子供たちが千葉に生まれ、千葉に住み、千葉で学んで本当

に良かったと胸を張って言えるように、魅力と活力あふれる千葉県の未来を、より一層輝

きに満ちたものにしていきたいと考えているところでございます。世界に通用する日本人

の育成に向けて、是非皆様方の御指導・御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
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ます。ありがとうございました。 

 

4.教育委員会挨拶 

○司会 続きまして千葉県教育委員会、瀧本寛教育長から御挨拶を申し上げます。 

○瀧本教育長 皆さん、こんにちは。本日は大変にお忙しいところ、お集まりをいただき

ましてありがとうございました。今日の配布資料の中に冊子が 1 冊入っております。この

「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」が、現在の私ども千葉県の教育振興基本計

画でございます。平成 22 年の 3 月に策定されたもので、その策定後約 3 年半にわたり、

これに基づく様々な取組を進めてまいりました。 

 プランの中では日本の未来を担う子供たちを家庭、学校、地域が一体となって育ててい

こうということ、更には日本をリードする教育県を目指して、子供たちが郷土と国を愛し、

真の国際人として活躍できる「教育立県ちば」の実現に向けて取り組むことを目的に、こ

のプランができております。これまで約 3 年半、本県では子供たちのより一層の学力の向

上を目指し、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」というものを策定し、実施してまいりま

した。また、高等学校の 1 年生を対象とした道徳を学ぶ時間の創設、更には県独自の道徳

教材の作成など、道徳教育の充実にも力を入れてまいりました。また、小学校における新

体力テストでは、全国で上位の成績を示しているところであります。 

 ただ、一方で先ほど森田知事からもありましたとおり、教員の資質の向上やいじめの防

止について、今後も全力で取り組んでいかなければならない課題だと考えているところで

あります。本日お集まりいただきました委員の皆様の御意見を踏まえつつ、「教育立県ちば」

の推進に向け、取り組んでまいりたいと思います。貴重な御意見を伺えればと考えており

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

 

5.委員紹介 

○司会 続きまして、委員の皆様を御紹介させていただきます。「光り輝く『教育立県ちば』

を推進する懇話会」の委員に御就任いただきました皆様は、お手元の資料 2 の名簿のとお

り、5名の方々でございます。私から紹介させていただきたいと思います。河村茂雄委員、

鈴木みゆき委員、中山理委員、宮田修委員、芳沢光雄委員です。また、臨時委員として 8

名の方々にお願いしておりますが、その方々につきましてはテーマに応じて出席いただく

こととしております。臨時委員の皆様は、御出席いただいた際に改めて御紹介させていた

だきます。 

 続きまして知事、教育長以外の千葉県側の職員を紹介させていただきます。松本教育庁

教育次長、影山教育庁企画管理部長、月岡教育庁教育振興部次長、石橋教育政策課長です。 

 

6.座長及び副座長の選出 

○司会 次に、座長と副座長の選出です。「懇話会設置要綱」第 4条第 1項で、委員の互選

によることとなっております。しかしながら、皆様方は本日が初対面の方々が多いと思い

ますので、事務局から座長及び副座長の候補の方を御提案させていただきたいと思います

が、よろしゅうございますか。 

                                  (異議なし) 
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○司会 それでは座長候補として中山委員を御推薦いたします。中山委員におかれまして

は現在、麗澤大学において学長を務められ、卓越したリーダーシップの下、大学運営をさ

れております。また、千葉県の教育についても精通されており、懇話会の座長として適任

と思いますので、御推薦を申し上げます。 

 副座長には宮田修委員を御推薦いたします。宮田委員は現在、県内の熊野神社等で宮司

として活躍されており、元 NHK のエグゼクティブアナウンサーとして豊富な経験をお持

ちでございます。副座長として適任と思いますので、御推薦いたします。いかがでしょう

か。 

                                  (異議なし) 

○司会 御異議がないということですので、本懇話会の座長は中山委員に、副座長は宮田

委員にお願いいたします。 

 

7.座長挨拶 

○司会 それでは、ここで中山座長に御挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

○中山座長 皆さん、こんにちは。御指名がございましたので、誠に僭越ではございます

が、私が座長として議事進行役を務めさせていただきます。 

 御紹介にもありましたように、私は千葉県柏市にあります麗澤大学の学長でございます。

大学が抱える課題は山積しておりますが、グローバル化時代を迎え、特に高等教育におい

て、いかにして社会人基礎力を養成し、国際的通用性を備えた人間教育を展開するかとい

う課題に関わらせていただいております。そのためにイギリスのバーミンガム大学、アメ

リカ合衆国のボストン大学、そしてミズーリ大学と学術提携をいたしまして、この視点か

ら道徳・倫理教育に関する教育実践と研究について、国際的なコラボレーションを推進し

てまいりました。また、その研究成果を基にいたしまして、高校生のための道徳教科書、

大学生のための道徳教科書等も編集してまいりました。 

 そのような活動を通じて痛感したことは、このような教育課題は大学だけでなく、子供

の発達段階に応じて、全ての教育課程で取り組むべき問題だということです。皆様も御存

じのように、この懇話会の目的は「光り輝く『教育立県ちば』」を推進するために、教育に

関する課題等を整理して、幅広い視点から意見交換をすることでございます。私どもに託

されたこの役割を踏まえつつ、慎重を期しながらも忌憚なく意見を交換し、議論をしてい

く必要があろうかと存じます。 

 また、意見交換の時間にも限りがございますので、議事を円滑に進めることも大切です。

座長といたしまして誠心誠意、この懇話会を運営してまいりたいと存じますので、どうか

皆様方の御理解と御支援、御協力のほどを切にお願いいたしまして、誠に簡単ではござい

ますが、座長の挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 ありがとうございました。知事でございますけれども、この後所用がございます 

ので、ここで退席させていただきます。 

                               (森田知事退席) 
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8.資料説明 

○司会 これから資料説明、意見交換等に入ってまいります。委員の皆様におかれまして

は、幅広な御意見をお聞かせいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。ここからの進行につきましては、中山座長にお願いいたします。 

○中山座長 初めに、この「光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会」について、事

務局から御説明願いたいと存じます。 

○石橋教育政策課長 それでは事務局から、本日の懇話会を設置した趣旨、及び懇話会で

各委員からいただいた意見を今後、どのように本県教育行政に反映させていくかについて

御説明させていただきます。お手元の資料 1、「光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話

会設置要綱」をご覧ください。要綱の第 1 条に、本懇話会の目的を掲げております。本懇

話会は次期教育振興基本計画策定に向けて、教育に関する課題等を整理するため、幅広い

視点から意見交換を行うために設置したものです。 

 資料 1-2、「光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会について」をご覧ください。こ

ちらは現行及び次期教育振興基本計画とこの懇話会との位置付けを、簡単にまとめたもの

です。平成 21年度に「千葉県の教育を元気にする有識者会議」を開催し、その提言を踏ま

え、現在の千葉県教育振興基本計画、「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」を策定

しました。本計画も計画年次の 4 年目を迎え、次期計画の策定に向けて、進行管理の中で

浮かび上がった学力向上、道徳教育の充実、いじめの防止等の問題について、新たに課題

を整理していくことが必要となりました。 

 そこで本年度は本懇話会を立ち上げ、学力向上、いじめの防止、道徳教育の充実、教員

の資質向上、幼児・家庭教育の推進を中心的なテーマとしながら、教育全般に関して学識

経験者の方々から意見をいただくことといたしました。この懇話会での意見は、事務局で

論点を整理させていただきたいと考えております。来年度にはこの懇話会における論点整

理を踏まえて、当面する教育課題への対応や中長期的な方向性などについて、幅広い視点

から提言をいただくために、「千葉県の教育に関する有識者会議(仮称)」を開催し、次期教

育振興基本計画を策定する予定です。なお、この懇話会においては 5つのテーマを中心に、

意見交換をしていただくことを予定しておりますが、委員の皆様から御意見がございまし

たら、他のテーマについても御検討いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○中山座長 今説明のあった趣旨で本会議が設置されたとのことですから、委員の皆様方

には御承知願いたいと思います。 

 続いて「千葉県における教育の現状」についてと、「みんなで取り組む『教育立県ちば』

プラン(千葉県教育振興基本計画)」について」「懇話会のテーマに係る取組及び課題につい

て」ということで、事務局から一括して御説明願います。 

○石橋教育政策課長 資料 3、「光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会資料」とスラ

イドをご覧いただきたいと思います。まず、4 ページの千葉県の概要です。本県は首都圏

の東に位置し、面積は約 5,156平方キロメートルということで、全国第 28位です。東京都

と神奈川県を合わせたよりも広い面積となっております。また、三方を海に囲まれた本県

は、観光資源、歴史文化などの魅力にあふれております。現在、本県には全国第 6 位とな

る 618万人の方が暮らしています。 
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 人口の推移です。我が国の将来人口は平成 22年から 72年までの 50年間で、7割程度ま

で減少する見込みです。本県の人口は平成 22年を境に減少傾向に入り、平成 32年には 612

万人、平成 37 年には 599 万人になると予想されています。少子高齢化の推移ですが、本

県の高齢者人口の割合は平成 22 年は 21.5％ということで、全国の 23.0％よりも低かった

のですけれども、平成 37 年には 30％となり全国並みになるなど、急速に高齢化が進んで

いくと予想されます。 

 7 ページにある小・中学校の児童生徒数については、全国同様に減少傾向にあります。

千葉県のピークは、小学校は昭和 57年度、中学校は昭和 61年度であり、全国の状況とは

若干異なっております。高校の生徒数も昭和期には増加を続けていましたが、平成元年の

25万 5,000人をピークに、平成 24年度は 15万 1,000人と約 60％まで減少しております。

学校数です。県内の学校数は校種により多少の差はあるものの、児童生徒数の減少に比べ

て緩やかで、昭和 60年代以降、ほぼ横ばいの状況です。教員の数についてもほぼ同様と言

えます。 

 11ページにありますように、公立学校の児童生徒一人当たりの教育費は、いずれも全国

よりも低く、神奈川県や埼玉県などの都市部に共通の傾向となっております。本年度の教

育予算は約 4,000 億円で、県予算に占める割合はおよそ 25％です。このうち 95％が教職

員等の人件費で占められております。 

 

 次に「みんなで取り組む『教育立県ちば』プランの取組状況と課題について」を御説明

いたします。13 ページです。千葉県教育振興基本計画、「みんなで取り組む『教育立県ち

ば』プラン」は、「ふれる」・「かかわる」・そして「つながる」を基本的な取組方針として

平成 22 年 3 月に策定され、本年度が計画の 4 年目に当たります。プランは 3 つのプロジ

ェクトと 14 の施策で構成されております。19 ページですが、各プロジェクトの状況及び

主な施策の状況について説明いたします。 

 プロジェクトⅠ、「夢・チャレンジプロジェクト」として、過去と未来をつなぐ学びを通

して自らの生き方を考え、志を持ち、チャレンジ精神にあふれた世界に活躍できる真の国

際人を育てることを目標にしております。確かな学力の向上、夢を育む教育の推進、歴史

や伝統文化等について学ぶ教育の推進、外国語教育の充実など、過去と未来をつなぎ世界

にはばたく人材の育成に努めてきたところです。今まで以上に学習意欲や学力を高めるこ

とが必要と考えております。 

 このプロジェクトは、3つの施策からなっております。施策の 1は、「志を持って失敗を

恐れずチャレンジする人材を育てる」です。平成 23年度から「ちばっ子『学力向上』総合

プラン」を策定し、プロジェクト横断的に事業を推進していくなど、確かな学力の向上に

積極的に取り組んでおります。なお、全国学力・学習状況調査において、「将来の夢や目標

を持っている」と答えた生徒の割合のグラフがあります。その中で平成 23年度、ちょうど

真ん中の数字が括弧書きで、73.9％となっております。これは※で注を書かせていただき

ましたが、平成 23年度は東日本大震災の影響で、全国学力・学習状況調査が行われなかっ

たため、県独自で調査を行いました。そのために他の年度と違うということで、括弧を付

けております。今後、他のグラフにおいても括弧書きが出ておりますが、同じ趣旨ですの

で、よろしくお願いいたします。 
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 施策の 2は、「歴史と伝統文化に親しみ、郷土と国を愛する心を育てる」です。自国の文

化や歴史・伝統のすばらしさを理解させることにより、日本人としての自信と誇りを持た

せ、より積極的な事業展開が求められております。 

 施策の 3は、「異文化を理解し、国際的コミュニケーション力のある真の国際人を育てる」

です。高校生の海外留学の助成、外国語教育の充実、外国人児童生徒等の受入体制の整備

に取り組んでいるところです。しかしながら、留学する高校生の数は毎年 2 桁にとどまっ

ているという状況です。コミュニケーションを積極的に図ろうとする態度を養い、自国や

郷土について、外国語で伝える力を育てていくことが求められております。 

 23 ページのプロジェクトⅡ、「元気プロジェクト」として、千葉のポテンシャルを最大

限に活用し、子供たちが自然や人に触れ、社会に参加する活動を推進し、知・徳・体のバ

ランスの取れた元気な人材を育てる教育環境、すなわち教育立県の土台を作ることを目的

としております。今以上に教職員の質、教育力の向上に努め、知・徳・体の全面レベルア

ップを図っていく必要があると考えております。 

 このプロジェクトは 8つの施策からなっております。施策の 1は、「読書県『ちば』を推

進する」です。就学前からの読み聞かせの実施や朝の読書など、学校における読書活動の

推進に向けた取組を進めております。読書好きの児童生徒ほど、教科の学力が高いという

傾向があるという報告もあり、子供たちが進んで読書に親しむことができる環境づくりを

進めるなど、より一層読書県千葉の推進に取り組んでいく必要があります。 

 施策の 2は、「多様な自然、産業、人材などを生かした体験活動を推進する」です。千葉

のフィールドを活用した体験活動の充実、実践・実習、環境体験に重点を置いたキャリア

教育に取り組んでおります。様々な体験活動は子供たちの視野を広げ、考える力、判断す

る力、行動する力等を身に付けることにつながることから、今後も千葉県のポテンシャル

を最大限に活用した取組が求められております。 

 施策の 3 は、「教育現場を重視し、教職員の質と教育力の高さでトップを目指す」です。

研修体系の見直し、人事評価制度の確立など、信頼される質の高い教職員の育成を目指し

て取り組んでおります。教員の資質向上については、後ほど詳しく申し上げます。 

 27 ページの施策の 4 は、「道徳性を高める実践的人間教育を推進する」です。千葉県独

自の映像教材や読み物教材の作成など、道徳性を高める実践的人間教育の推進に取り組ん

でいるところです。道徳教育についても、後ほど詳しく申し上げます。 

 施策の 5は、「フェアプレーの精神を育てるスポーツ、健康・体力づくりと食育を推進す

る」です。「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」の推進を図り、広く県民

のスポーツへの関心を高めるとともに、子供たちの健康体力づくりと千葉の自然や恵みを

生かした食育の推進に取り組んでおります。 

 施策の 6は、「一人一人の特性に目を向けた特別支援教育を推進する」です。特別支援学

校の過密化の解消、キャリア教育と後期中等教育の充実、特別支援アドバイザーの配置な

ど、支援体制の充実、医療的ケアの実施体制の充実等に取り組んでおります。 

 施策の 7は、「豊かな学びを支える学校づくり」です。県立学校を再編し、魅力ある高等

学校づくりを進め、地域に開かれた県立学校の推進、私立学校の振興などを通して、千葉

県の魅力ある学校づくりを進めております。引き続き学校に通う生徒・保護者の経済的負

担の軽減や、コミュニティスクール設置の促進など、学校・家庭・地域が連携して学校づ
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くりを進めていくことが求められております。 

 31 ページの施策の 8 は、「安全・安心な教育環境の整備」です。東日本大震災では本県

においても大きな被害がございました。校舎の耐震化、老朽化対策を推進するとともに、

リニューアルやバリアフリーの促進に努めております。また、児童生徒が事故や犯罪に巻

き込まれないような環境整備を進めております。発達段階に応じて安全教育を計画的・継

続的に推進し、事故や災害等に対する危険予測、回避能力を身に付けさせることが求めら

れております。 

 35 ページのプロジェクトⅢは、「チームスピリットプロジェクト」です。親の学習を支

援すること、学校や地域に関わり、つながりを強固にしていく取組、教育行政と福祉・労

働行政などが力強く連携し、人づくりの力を結集して、「教育立県ちば」を実現することを

目標としています。教育の原点としての家庭の力を高め、学校・家庭・地域がより一層連

携した教育環境づくりに、積極的に取り組むことが求められております。 

 36 ページですが、このプロジェクトには 3 つの施策があります。施策の 1 は、「『親学』

の導入など、家庭教育を支援する」です。Webサイトや学校を通じた情報発信、リーフレ

ットの配布、研修講座の実施など、家庭教育の支援に努めております。学校においては、

将来親となるための学びの場として、親の役割や子育ての重要性・喜び、子供の発達につ

いて理解する学習機会の充実が、より一層求められております。 

 施策の 2は、「学校教育と社会教育、国公立教育と私学教育、産・学・官、公と民などの

ネットワークを構築する」です。放課後子ども教室の実施や千葉県独自の取組である、学

校を核とした県内 1,000 か所ミニ集会などを通して、地域教育力の向上に努めております。

世代を超えた交流や関係機関との連携体制の整備などが、今後の課題です。 

 施策の 3は、「様々な困難を抱えている子供とその家族を支援する取組を強化し、教育の

セーフティーネットを確保する」です。教育相談、不登校対策、奨学資金貸付制度などを

通して、様々な困難を抱えている子供たちとその家族を支援する取組を強化し、教育のセ

ーフティーネットの確保に努めているところです。今後も子供たちが将来に希望を持ち、

夢を育んでいくことができるよう就学機会の保障や、失敗を恐れずチャレンジできる環境

を整備していくことが求められております。 

 続いて「懇話会のテーマに係る取組及び課題について」を説明いたします。40ページを

ご覧いただきたいと思います。初めに「学力向上について」です。学力向上に係る千葉県

の取組、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」として、授業力の向上、読書活動の充実と家

庭学習環境づくり、体験活動による意欲向上など、5 つの視点から事業を推進することに

より、学力の向上を図っております。 

 41ページは「全国学力・学習状況調査における千葉県の状況」です。小学生の平均正答

率は国語 A・B、算数 A・Bとも平成 19年度以来、おおむね全国並みであり横ばいの状況

です。中学生も同様です。国語、数学ともおおむね全国並みであり横ばいの状況です。 

 44ページの同調査での「放課後を利用した補充的な学習サポートを実施しましたか」と

いう問いに対しては、小・中学校とも、放課後を利用した補充的な学習サポートを週 1 回

以上実施した学校の割合は、全国平均を下回っております。 

 46ページは家庭学習の課題、いわゆる宿題を与えることについてです。小学校では全国

に比べてほぼ同程度ですが、中学校では全国に比べて極めて低くなっております。一方で
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本県は朝の読書など、一斉読書の時間を設けている学校の割合が、全国に比べて小・中学

校とも高くなっております。「朝の読書は千葉県の学校から始まった」とも言われ、その伝

統が受け継がれていると言えそうです。 

 50ページをご覧いただきたいと思います。参考として、千葉県の子供たちの体力を全国

と比較したものです。全国体力・運動能力、運動習慣等調査 8項目の合計点の平均値です。

これが平成 20 年度において中学校 2 年生の男女がともに全国 1 位となるなど、小・中学

校の男女ともに全国で上位にあるという状況です。なお、左のグラフの全国女子の平成 24

年度の数字ですが、54.85 が正しい数字です。 

 51ページです。こうした状況を踏まえて、本県における学力向上の課題としては、学力

の底上げ、特に全国学力学習状況調査結果の分析と活用を図ること、学習内容の確実な定

着に向けた取組、思考力・判断力・表現力の育成、主体的に学習に取り組む態度の育成な

どが考えられるところです。 

 次に、54ページの「いじめ防止について」です。様々な悩みを抱える子供たちに早期に

対応するため、子どもと親のサポートセンターという千葉県の教育機関で 24時間体制での

教育相談の実施、あるいはスクールカウンセラーなど、安心して悩みを相談できる体制の

整備に努めております。また平成 19年度には「千葉県いじめゼロ子どもサミット」を開催

し、「いじめゼロ宣言」を採択いたしました。 

 55 ページが、いじめの認知件数を都道府県で比較したものです。千葉県は 11.4 件と、

全国平均の 2 倍程度の認知件数となっております。全国第 4 位です。ただし認知件数の多

さについては、学校における教育相談体制の充実、あるいはきめ細かな児童生徒への観察

の成果という面もあるのではないかと捉えております。 

 57ページです。本県では公立中学校全校にスクールカウンセラーを配置し、相談体制の

充実に努めてきたところです。しかしながら厳しい財政状況の下、小学校においては調査

研究事業として中学校、高校、あるいは教育事務所等のスクールカウンセラーを 10校に派

遣するにとどまっており、その派遣率は全国平均の 37.6％を大きく下回っているという状

況です。 

 58ページが「いじめの認知件数に対する対応状況」です。大半は小・中学校ですけれど

も、その対応状況は校種によらず、多くは解消しております。調査時点において、2 割程

度は継続支援が必要となっているという状況です。 

 62ページをご覧いただきたいと思います。いじめ防止に係る課題としては、教育相談体

制の確立、効果的ないじめ防止対策の実施、新しい問題が発生している分野への対応、関

係機関との連携などが挙げられると考えられます。 

 次に、64 ページをご覧ください。「道徳教育の充実」の関係です。千葉県教育委員会で

は平成 22年度に道徳教育の基本的な方針を定め、「『いのち』のつながりと輝き」をテーマ

に、道徳教育の充実に努めてまいりました。平成 23年度には小・中学生、高校生向けの映

像教材、平成 24年度には小学生向け映像教材、さらに平成 25年度にはいじめを題材とし

た中学生及び保護者向けの映像教材を配布いたしました。さらに平成 25年度からは高等学

校等において、道徳を学ぶ時間を導入し、子供の心に響く道徳の授業の充実とともに、県

民一体となった取組の促進を図ってまいりました。 

 65 ページが、全国学力・学習状況調査における「自分にはよいところがあるか」「挨拶
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をしているか」など、自己肯定感や人との関わりに関する質問の回答です。本県は、おお

むね全国と同じ傾向にあると言えます。また「学校のきまりを守っているか」との質問に

対しても、ほぼ全国と同様ですが、「地域の行事に参加していますか」との設問については、

その割合が小・中学校とも全国平均を下回っているという状況です。 

 67ページの「道徳教育の充実に係る課題」としては、義務教育段階における道徳教育の

充実、高校における道徳教育の充実、効果的な道徳教材の提供、教員の指導力向上、家庭

や関係機関との連携などが挙げられます。 

 70ページが「教員の資質向上」の関係です。千葉県では熱意あふれる人間性豊かな教員

を採用するため、教職志望の大学生による教職インターンシップを実施しています。平成

24 年度は 1,000 名を超える学生が参加しております。また、平成 22 年 3 月には「千葉県

教職員研修体系」を策定し、若手教員の育成、教育技術等の継承、社会の変化に伴う新し

い教育課題など、本県の課題に対応した新たな教職員研修体制をまとめました。 

 71 ページが「教員の年齢構成」のグラフです。50 歳台の占める割合が非常に高くなっ

ており、今後 10 年程度、大量退職が予想されます。一方、若手教員を身近に指導できる

40歳前後の中堅層が少なくなっております。校種別では、特に高等学校でその傾向が顕著

となっております。ベテラン層の大量退職への対応及び若手教員のきめ細かな育成が、今

後の課題と考えられます。 

 73 ページが、「教職員研修の課題と目標」です。若手教員等の育成のほか、社会の変化

に伴う新しい課題への対応、教員の幼児、児童生徒等と向き合う時間の確保などが考えら

れます。また、子供たちとのコミュニケーション、道徳教育、教科指導など、研修に対す

る多様なニーズがあると考えております。 

 74ページが「教職員研修の目標」です。人間性、高い識見、情熱、教育の専門家として

の確かな力量、組織を支える力量、社会の急激な変化に対応できる資質、ライフステージ

を通して研究と修養に努める資質、こういうものを高められるよう、研修内容の充実と研

修体系の見直しなどに努めているところです。 

 77ページの「教員の資質向上に係る課題」としては、若手教員の育成、今日的な教育課

題に関する研修の充実、豊かな体験や優れた知識・能力を有する多様な人材の確保、人物

重視の選考などが考えられます。 

 80 ページが課題の最後として、「幼児教育・家庭教育」です。様々な状況にある子育て

中の親たちに対し、家庭の教育力の向上を支援しております。また、幼児教育の充実のた

め、幼児教育に関する様々な研修の実施、幼稚園教育指導資料集の作成に取り組んでおり

ます。 

 81ページをご覧ください。千葉県の子供たちは、全国に比べて早寝早起きの傾向にあり

ます。朝 6時半以前に起きる児童生徒が 60％以上です。特に中学生は、6時以前に起きる

という生徒が 30％近くいるということです。寝る時間はそれほど顕著な差はありませんが、

全国に比べると早寝の傾向があります。しかし 2割近い生徒は、「午前 0時以降に寝る」と

いう回答となっております。 

 84 ページが「児童生徒の朝食欠食状況」です。「朝食を欠くことがある」と答えた児童

生徒の割合は、全国とほぼ同じ割合です。この欠食の割合は、学年が進むにつれ高くなる

傾向がございます。 
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 89 ページが幼稚園数、園児数、保育所者、入所人員の比率です。平成 25 年度に幼稚園

又は保育所に通っている子供の数は、県内で約 17 万人おります。そのうち幼稚園で約 9

万人、保育所で約 8 万人となっております。公・私立の別を見ますと、幼稚園においては

幼稚園数・園児数ともに私学が大きな割合を占めている一方、保育所は公立が半数を占め

ております。しかしながら、保育所においても私立の割合が年々高くなっているという状

況です。 

 92ページのデータは全国データです。幼稚園における保育所及び小学生との交流状況に

ついて見ますと、幼稚園の 79％が、保育所又は小学校の幼児や児童と交流を行っておりま

す。また幼稚園の 75.9％が、保育所又は小学校の保育士や教員と交流を行っているという

状況です。 

 93 ページが「幼稚園の預かり保育に関する実施状況」です。公立よりも私立のほうが、

積極的に実施しております。平成 24年度時点で私立が 94.2％なのに対して、公立は 59.7％

にとどまっております。 

 資料の最後のページが 95ページです。幼児教育・家庭教育に係る課題としては、幼児教

育の質の向上、家庭教育支援の在り方、特に真に支援を必要とする家庭に対する支援の方

策や、親となってかけがえのない子育てを行うための方策、家庭・地域・学校・教育委員

会等の連携・協働の在り方などが考えられます。 

 

 以上、「千葉県における教育の現状について」と、「みんなで取り組む『教育立県ちば』

プラン(千葉県教育振興基本計画)」について」と、「懇話会のテーマに係る取組及び課題に

ついて」を、一括して御説明申し上げました。 

○中山座長 まず今の事務局の説明に対して、御質問があればお願いします。いかがでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

                                  (意見なし) 

 

9.意見交換 

○中山座長 それでは、各委員の先生方から順番に御意見を伺ってまいりたいと思います。

先ほどの事務局の説明にもありましたとおり、本日は幅広く御意見を伺いたいということ

でしたので、自己紹介を兼ねて、事務局の説明だけにとらわれることなく、皆様方が日頃

から考え、活動されている教育全般について、御意見をお一人 15分を目途にお話いただけ

ればと思っております。鈴木委員におかれましては本日、所用により早めにこの会場を出

る必要があると伺っておりますので、最初に鈴木先生からお願いいたします。 

○鈴木委員 最初に自己紹介を兼ねて話をさせていただきます。私は市川市にあります和

洋女子大学で幼児教育の教員養成に取り組んでおります。私が勤めております和洋女子大

学は、7 割が千葉出身の学生で、非常に人柄が良い。これもきっと千葉の教育のたまもの

と考えております。ほとんど学内で盗難がないというすてきな大学です。専門は幼児教育、

家庭教育で、特に生活習慣を研究テーマにしております。文部科学省が平成 18年度から「早

寝・早起き・朝御飯」という国民運動の施策を取りましたけれども、そのときからずっと

関わらせていただいております。 

 平成になってから年々、子供たちの生活が夜型化し、遅寝になり、その中でどうやって
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家庭教育としての生活習慣づくりをしていくかということで取り組んでまいりました。平

成 22 年に大々的な全国調査をしたときに、その 10 年前の調査では 2 歳児の 59％が夜 10

時以降に寝ていたのですが、それが 35％に減ったのです。まだまだ国際的に見ると、日本

はとんでもない睡眠不足国ですけれども、それでも約 6 割だった 2 歳児の 10 時以降に寝

ていた子たちが 35％まで減ったというところから、やはり行政が動くと社会が変わるのだ

というのを実感いたしました。 

 一方でどこの研修会場に行っても、一番聞いてほしい保護者は来てくれません。一番聞

いてほしい保護者の心に届けるためにどうしたらいいだろうかということで、千葉県教育

委員会の生涯学習課と一緒に、「親の学びプログラム」というのを作成している最中で、お

世話になっております。この生活習慣というのは、単に幼児期だけの問題ではなく、学力

との相関が高いことは国際的にも認められております。また、この 3 月に東京都教育委員

会が、都立高校を中退した子供たちのフォロー調査という報告書を出したのですが、その

中でニート、引きこもり、妊娠して家庭を持って子育てをしている、正社員になったなど、

いろいろな類型別になっている子供たちに、「自分に何があったら中退しなかったか」とい

う質問をしたときに、上位に「規則正しい生活習慣」という回答が来ております。ですか

ら学力だけではなく、子供たちの生活全体の問題なのです。 

 なおかつ今、私が一番懸念しておりますのは、新しく教員になられる方が、もう既に遅

寝の世代ということです。どうもリテラシーの問題だとは思うのですが、幼児期に遅寝の

世代で過ごしてきているので、引きずっています。自分で 24時間をコントロールする力を

子供たちに付けていくことが、まず家庭、そして幼児期の教育の課題ではないかと考え、

ここに参加させていただいたことを感謝したいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

○中山座長 続いて河村委員にお願いしたいと思います。 

○河村委員 早稲田大学の河村茂雄です。よろしくお願いします。私は千葉とはほとんど

縁がありません。唯一縁があるとしたら、母親の実家が柏だということで、子供の頃はし

ょっちゅう遊びに来ておりました。今回呼んでいただいて、どういういきさつか分からな

いのですけれども、できる範囲でやっていきたいなと思っております。 

 私は心理学が専門で、特にカウンセリング心理学です。今は個別臨床よりも、グループ

アプローチを専門にしております。やっている仕事は、5つの県と 20の区市のいじめや不

登校予防、学力向上のアドバイザーをしております。あとは被災地支援です。これは 40

代のときに岩手大学にいたものですから、そのときのつながりで岩手県を中心に被災地支

援をやっております。あとは文科省で、いじめで自殺をしたお子さんの事例分析委員をず

っとやっておりました。そういう背景で今います。 

 今日はまとめてきました。私案なのですけれども、大きな方向として、日本の学校教育

のシステムの現状を考えてみると、学級集団制度がものすごく大きいのです。ちょうど 1

週間前に、帰国子女入試が早稲田でありました。そのときに帰国子女の学生たちがみんな、

「日本の画一された学級集団がとてもつらかった」という言い方が多かったのです。でも

日本はずっとこれでやってきたのです。ですから、これをどういうように生かしていくか

を考える必要があると思います。 

 あと、近年の大学生の現状と就職問題から考えると、早稲田でも就職で 5 つぐらい内定
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を取れる学生と、結局はやっと 1 つ見つかる学生とに大きく分かれるのです。何が違うの

かというと、IQはいいですよね。2000年頃から EQ(Emotional intelligence Quotient)が

なければ駄目だと言われています。私は、今は NQ、ヒューマンネットワークとソーシャ

ルネットワークに積極的にコミットできる能力が必要になってくるだろうと思います。す

ごくざっくばらんに言うと、どういう学生が 5 つも内定を取ってくるのか。学力がある程

度高いというのは当然ですけれども、サークルとか部活とか、いろいろ能動的にコミット

した学生がいいなと。成績はすごくいいけれども、大学と家を往復していた学生というの

は、どうも企業から敬遠されているなと。その辺に何かヒントがあるのではないかと思い

ます。 

 この 2 つを考えてみると、学習活動です。今回は学力といじめがすごく取り上げられて

いますけれども、これらは独立してそれぞれ何をするかという発想では駄目で、学習指導

とガイダンスの指導を統合して推進しなければいけないだろうと。その中で集団体験学習

という部分が不可欠になってくるのではないかと、私は考えています。教育力の高い学級

集団を基盤とした教育活動の展開が、最初の第一歩になるだろうと。それは何かというと、

トピック的とかイベント的な取組では駄目でしょう。年に何回やったとか、何々授業を 5

回やったという要素が、毎日毎日溶け込んだ集団生活の活動をしていたかというのが大き

いのではないか。 

 日本の学校教育の特徴のマイナス面として、学級集団の状態を良好にしなかったら、結

局は学習指導面とガイダンス面が、相乗的に悪化していくだろうと。学力定着の低下、不

登校・いじめ問題の増加、通常学級での特別支援教育の推進の困難という状況が現出しま

す。私は今、秋田市の教育委員会とも連携をしています。やはり学力が高いというところ

にばかり目が行きますけれども、不登校もいじめ問題も極めて少ないのです。両方なので

す。現在の日本の学校教育の問題の背景として、良好な学級集団が形成できにくくなって

いる。授業をどう展開するという以前の段階の学級の状態がかなりある。ここを強調した

いのです。 

 この図は学校の教育力の 3 段階です。私が開発した、子供たちの学級生活の満足度を図

る尺度で、全国 350万人のお子さんに使っていただいて調査をかけています。これを見る

と、最初の頃は自分で分析していてショックを感じました。つまり、学校差が大きいので

す。地域差が大きいのです。同じ街でも自分の息子だったら、こちらの中学校よりもこち

らの中学校のほうがいいなとか、同じ学年でも 1 組よりも 2 組にいたほうがいいだろうと

いうことです。 

 私は 30代の頃、東京都で相談員をやっておりました。そのときにいつも思ったことです。

不登校のお子さんを学校に行かせて、ずっと一緒に行って私も見ているわけです。すると

「先生、駄目だ」と言って途中で帰ってくるのですけれども、一緒に下駄箱に行きながら、

途中で笑い声があふれているクラスが結構あるのですよ。もしかすると、この子は今のク

ラスではなくて、こちらの学級だったら不登校にならなかったのではないかというぐらい、

ものすごく大きいのです。何が言いたいのか。公立学校なのに差があっていいのだろうか

ということです。つまり同じファミリーレストランのチェーン店で、東京のチェーンはお

いしいけれども、千葉はまずいなどということはあり得ないじゃないですか。すごい落差

があるなということをすごく感じています。 
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 ABCの学校、全学級で教育力の高まっている Aの学校は、やはり校内の教員組織体制が

機能しているのだろうと。B の学校は、同じ学校内でも学級でバラつきがあるのです。で

すから平均を取ると、やはり中程度になってしまう。C の学校はバラつきどころか、全体

で低下してしまっているのです。「荒れている学校」と言われているわけです。こういうよ

うに大きく分けると、3 つに分類できるのです。こういう部分をきちんと分析して、何を

するかというのを考えていかなければならないと思うのです。 

 結局何か。学力調査の学校の成績が有意に高くて、不登校問題、問題行動、退学の発生

率が全国平均値よりも有意に低くて、児童生徒の学級生活の満足度が全国平均よりも有意

に高い学校は、やはり平均値としての学力がある程度高いのです。それは何かというと、

各学級のそれぞれの成果が高い。1 個 1 個の教室の平均値が高いだけではなくて、落ちこ

ぼれなどの落差が少ないのです。これが大きいなと。それを生み出すものは何なのかと考

えたときに、学校の教員組織力の差がものすごく大きいだろうなと。 

 秋田とかいろいろな県へ行って、先週も週末に石川県に行っていたのです。そこのある

中学校の校長先生たちと話をしていたのですけれども、感じたことは何かというと、みん

な同じことを言うのです、「当たり前に一生懸命やっている」と。私が全国を飛び回ってい

て感じるのは、県ごとに当たり前の質が違うということです。例えば、全員の子供にここ

まで徹底させるのだと感じているのを当たり前と思っている地域と、半分できればいいだ

ろうと思っているのが当たり前と思っている地域と、当たり前の質のレベルが違うのです。

ただ、皆さんずっと同じ地域でグルグル回っていますから、周りを見ていると、ああ、こ

れが当たり前だと安心してしまって、そこに差が生まれているのではないだろうかなと思

っております。 

 あと、全国の先生方は本当に真面目に取り組まれています。それはそれでいいのですけ

れども、真面目に取り組みながら、やっていることがちょっとずれてしまっている。ずれ

ているけれども、「真面目にやったのだから」というので押し通してはまずいと思うのです。

やはり実態にフィットしてやっていかないと、一生懸命やっても先生も子供も不幸になっ

てしまうかなという気がしております。ですから先ほどのこの分析も、いろいろなデータ

のクロス分析を、どれだけされたかというのを知りたいですね。というところで 1 年間、

よろしくお願いします。 

○中山座長 それでは、ここで 10分ぐらい休憩を入れて、その後、残りの委員の先生方か

ら御意見を伺いたいと思います。 

                                    (休憩) 

○中山座長 意見発表を再開します。芳沢委員からお願いします。 

○芳沢委員 私は、今から 20年ほど前に、まだ「ゆとり教育」が始まる前ですが、これは

大分おかしなことになってきたということで、数学教育の充実活動を始めました。『分数が

できない大学生』という話題になった本の分担著者でもあります。千葉県に関しては、前

に西千葉にある教員研修センターのような所で教員の研修、あと高校の数学教員の研究会

での講演で、2 度ぐらいは千葉県に来ています。また、全国に自分のゼミの卒業生 200 人

ぐらいの専任の教員がいるのですが、千葉県には 10数人ぐらいはお世話になっているかと

思います。 

 学力、教員のレベルというようなことが、私の担当です。まず学力に関して、ゆとり教
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育というものは、はっきりと総括しなくてはいけないことです。例えば数学は、中学校で

のゆとり教育時代は１学年、２学年、３学年それぞれの授業時間が、週 3時間、3時間、3

時間でした。これは世界最低時間数だったのです。内容も、例えば小学校では、ずっと戦

時中、戦前も行っていた、3 桁掛ける 3 桁の計算がなくなり、四則混合計算の練習問題な

どは非常に少なくなりました。また中学校では、証明問題数が 1970 年前後と比べると 3

分の 1ぐらいに減りました。 

 3桁掛ける 3桁に関しては、私は 2000年 5月 5日の朝日新聞「論壇」に、3桁掛ける 3

桁をやらなければ駄目だということを書きました。当時は、ゆとり教育を非常に強く推進

していた時代だったので、芳沢は馬鹿なことを言っていると一部で批判されたのです。し

かし私はその頃から、次のように考えていました。例えばドミノ現象を見ても、倒して倒

されるということが続くことが分かるのは、3 つ繋がらなければ駄目なのです。縦書きの

掛け算だって、2桁掛ける 2桁では、繋がっていくことが理解できないのです。 

 いずれは、私が生きているうちには変わるだろうと思っていたら、全国学力テストの前

に行われた試験なのですが、2006年ぐらいの 3万 7,000人の全国学力調査で、2桁掛ける

2 桁が 8 割以上できても、3 桁掛ける 2 桁になると 5 割台になる。そういう結果が出て、

その頃から急に風向きが変わって、私は文部科学省の算数の教科書の見直しの委員に指名

されて、そこでいろいろな指摘をして、かなり直ってきたと思います。 

 先ほど、秋田の話が出ていましたが、全国で出前授業を 200校ぐらいでやってきました。

全国学力テストをやる前から、秋田県からも呼ばれて、過疎地の学校で行いました。私が

一番印象に残ったのは、相当な少人数なことです。いろいろなことをやらせても、みんな

まとまっていて、非常に優秀だというのが分かりました。 

全国学力テストを最初に行ったときに、私が川崎市の小学校に出前授業に行くタクシー

の中でラジオを聴いていたら、「全国学力テストはどうせ東京、大阪、都市部が一番いいだ

ろう」ということをアナウンサーが平然としゃべっているのです。私は、自分が出前授業

に行った感触からは全然違うということを著書に、はっきり自分の気持ちなどを込めて書

き残しておいたのです。結果が出て、やはりそうだったと改めて思ったのです。 

 ただ、私はそれ以後も秋田には、出前授業でよく行ったのですが、今は学校の大規模な

統廃合がものすごい勢いで行われているのです。例えば小学校 7 校を一挙にまとめて、1

つの学校にしてしまう。だから、生徒は通学で相当負担になって、いつまでこの好成績の

状況が続くかと心配もします。 

 ただ、先ほどお話が出ましたが、基本的な昔からの、いわゆる読み書きをしっかりとや

る、復習、予習ということはしっかりやっているということも分かったのですが、他にも

次のことをお伝えしたいです。秋田県で主に出前授業に行ったのは西仙北地区ですが、「地

域の子供はみんなの子供」だという意識が強いのです。そういう、いい面を私自身は見て

きました。 

 格差の話が先ほど出ましたが、格差に関しては、例えばベネッセの自宅外での学習時間

に関しては、中間層がガクンと減ったのです。それに比例するように、学力に関しても中

間層が極端に減っています。 

 全国学力テストでも、昨年は理科も行って、食塩の濃度の問題が出題されました。昭和

58 年に同じ中学校 3 年生で 7 割以上ができたものとほぼ同じ問題について、約 20％も正
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解率が下がったという問題があるのです。それは、今年の朝日新聞の「私の視点」に少し

触れたようなことも思い出します。 

 そういった、ゆとり教育の弊害というのは、はっきりしているわけで、しかも、ゆとり

教育の弊害というのは学力の問題ばかりではありません。今、教員採用は大都市圏ではど

こもかなり多く採っているのです。たくさん採っている世代が、ゆとり世代の卒業生を採

っているという問題があって、非常に尾を引くと思います。 

 全国学力テストについても、コメントをいろいろなところに出しています。全国学力テ

ストは PISA型の試験を意識している、とマスコミは書きます。PISA型を意識していると

いうのは、勘違いだと思っています。 

 私がはっきり思うのは、いわゆる文書と数式の間の壁とか、数式と図形の間の壁、数式

とグラフの間の壁、その相互の関係する問題に関して、すごく弱いのです。どういう学び

を学校でしているかというと、掛け算の問題に例えると、文章を読まないで、そこにある

数字だけを見付けて掛けている子供が、ものすごく多いのです。だから、相互の壁を乗り

越えるようなことが大切です。 

 先ほど出てきた「グローバル化」というのは、いわゆる債務残高といっても対 GDP 比

の債務残高とか、食糧自給率というのもそうですが、みんな比の概念を用いて議論します。

比の概念というものが、グローバル化時代では一番重要な発想だと思っているのです。か

つては、企業を見るのもグロスの利益だったと思うのですが、今は社員 1 人当たりの利益

になってきているわけです。 

 そういった比の概念が、今の大学生はとくに苦手なのです。たとえば SPIという、小学

校の算数と国語ができたら解けるという、就職試験の入り口にあるような適性検査があり

ます。それにあるのは、簡単な小学校の算数の問題、国語の基本的な問題、などですが、

とくに比の問題ができないです。 

 どうしてできないかというと、就職委員長のときにボランティア授業をたくさんやって

分かったのですが、「～の・・・に対する割合」、その言葉を引っ繰り返して「・・・に対

する～の割合」としただけで、国語的な解釈が混乱して駄目になります。この傾向は全国

の大学生に見受けられ、とにかく「やり方」だけ覚える学習に頼った結果なのです。 

 私は、マークシート問題というものが、答えをただ当てればいいという感覚になって、

これは駄目だと主張しています。いろいろな新聞にも取り上げられたのですが、桜美林大

学では私が所属するリベラルアーツ学部で、今年の入試から 1 日だけは全部論述にしたの

です。論述教育というのは今後、相当しっかりやっていく必要があると思っています。 

 たまたま千葉県は、現在は「読書県」ということを謳っていたと思います。私はそれを

一歩進めて、「論述県」にしてはどうかと提案したいです。これには、いろいろな背景があ

ります。例えば 2000 年の『サピオ』という雑誌に経営コンサルタントで有名な大前研一

さんが、「UCLA で教えていて分かることは、日本の若者は論述がとくに弱い。日本の論

理の教育はどうなっているのか」というようなことを述べています。気が付いてみたら、

マークシートで答えを当てればいいという状況になっているのです。マークシート問題の

裏技とか、そういうことをいろいろ研究したり、見てきたりしてきました。きちんともの

ごとを書く、そういう教育にもっていけたらいいな、という夢をもっています。 

 ちなみに、東京都では「4 4 4制」というものが、盛んに騒がれています。これは単なる
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システムの変更で、その方が脳は活性するとか、何かよく分からないことが言われていま

す。そのようなことではなくて、むしろ中身として、きちんとものを書いて説明する学び

が将来にプラスだと思うので、そういうことを主張したいと思います。 

 あと、千葉県では「体験」というものがあります。新しいものを生み出すためには試行

錯誤が重要で、この体験というものは、絶対に続けていってほしいと思います。 

 先ほど、就活学生に対する SPI等の適性検査の話を出しましたが、今、インターネット

上で、その替え玉受験というものが結構出ています。1 回 1 万円以上で請け負うというこ

とです。実際に、有名な私立大学の文系学部の学生が、1 回 1 万円でお願いするというの

は、幾らでもあります。それで、自分は東大の理系の学生だとか、留学生で自分は算数・

数学が得意だからとか、いろいろな人達が替え玉をやってあげているのです。 

 基本的に、何でこのようなことになってしまったのかというと、もちろん、ゆとり教育

の問題もありますが、「答えは当てればいい」という学びがあるのです。「答えは導くもの」

ということをしっかり理解させたいと思います。 

 あと、勉強というものは、「好きこそものの上手なれ」と言われるように、私が出前授業

をいろいろやってきて思うことは、好きにさせるということがとくに大切です。その辺も、

いろいろと頑張りたいと思っています。 

 次に、この会で検討することに予定されている教員の採用に関してですが、第 2 次ベビ

ーブーム世代の 40代前後がもっとも教員数が少ないのです。だけれども、今までに非常勤

を含めると 10校ぐらいの大学を勤めてきて、一番優秀だったのがその世代の人達です。そ

こで最近は教員採用でも、その世代にターゲットを絞って、年齢層をどんどん上げてきて

いると思いますが、もっと積極的にその世代の人達の採用を考えてもいいのではないかと

思います。 

 例えば秋田県は、教員採用数は 10年ぐらい前より下がっているのですが、大阪は 10倍

です。東京だって 5 倍で一挙に増えているわけで、大都市圏と過疎県の事情は全く異なり

ます。 

 先立って、熊本県の教員の研修会へ行って思ったことは、非常に優秀でないと、採用数

が少ないことから、熊本県の高校の数学の教員にはなれないのです。だけれども、そのよ

うな採用数が少ない県に、大都市圏が取りあえず 5 年間だけ来てくれとスカウトしている

のです。そのようなアンバランスを是正するためには、日本の将来を考えて子供たちを育

てるという、国という意識をどこかにもって、もっと積極的に考えたほうがいいのではな

いか、と思います。 

 この教員採用の問題に関しては、もう一つ考えなくてはならない問題があります。教員

採用の試験は、大都市圏はたいがいマークシート式になっているのです。地方は記述式の

問題でやっているのです。何が問題かというと、証明、説明することがあまりできない教

員が、都市部では多く採用されて、それで再教育などをしているのです。これは大学の教

員として我々にも責任があって、きちんと説明をするところが欠けている感じがするので、

そういった幅広い視点から頑張りたいと思います。 

 教員の採用に関しては、小学校の競争率は低く危惧する問題が多いです。例えば玉川学

園大学というのは、昔から教育で有名な大学です。社会に対して算数ができない教員を送

るのは無責任だから、責任を取るというつもりで、自分たちの大学では日本数学検定協会
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の準 2級を取らない者は教育実習に行かせないと、そこまでして頑張っているのです。 

 そういった思い切ったことをしている大学を別にすると、実態は無責任大学が多く、い

くつかの大都市圏の教員採用現場の方々から聞いたことですが、「小学校の算数がさっぱり

できない。その中で、若干できるかなと思う人を採っている」という現状だそうです。千

葉県に関しては分かりませんが。 

 これは、単に一つの県の問題というものより、むしろ国としての大きな問題もあるので

はないか、という気持ちももっています。 

 最後に、次回のテーマであるいじめの問題で、先ほど児童虐待の話に関して、一挙に増

えきているという件数の話が出ました。私は、とにかく何でもやろうと思って生きている

ので、夏休みは児童養護施設に出前授業というか、出かけて行きました。そこの園長先生

から聞いて分かったことは、昔は児童養護施設に預かる子供というのは、ある意味では親

が育てられないとして、見放した子供たちです。今は、虐待で来ている子供たちがほとん

どだということです。こういった問題は、私はまだ素人の域なのですが、関心をもってい

きたいテーマです。 

 いじめの問題に関しては、私は小学生や中学生の頃は、いじめをやっつける喧嘩しかし

たことがないと自負している人間で、いじめがあると、そこに行ってみんな散らかして、

終わらせてしまうのです。ちょっと太っているから、それができたのかもしれないのです

が、そんな性格の人間なので、よろしくお願いいたします。 

○中山座長 ありがとうございます。それでは宮田先生、お願いいたします。 

○宮田委員 ほかの 4人の先生方は、いずれも大学で研究や教育に携わっている方ですが、

私は NHKでアナウンサーを 39年やってきまして、定年で辞めました。あとで個人的に興

味がありましたら、お聴かせしてもいいのですが、御縁を頂いて、今は神主をしておりま

す。 

 これは非常に面白いのです。なぜかというと、マスコミにいた人間が神主をしているの

です。マスコミというのは、いつも新しいことをやるわけです。ところが、神主というの

は、いつも古いことをやるのです。まるで正反対の世界に入りまして、そこから見えてき

たものが大変たくさんあります。 

 今、芳沢先生はお子さんの頃に、いじめているのを見たら、それをやっつけに行ったと

おっしゃいました。これは、日本人はみんな過去はそうしていたのです。ところが、今、

戦後 60数年たちまして、日本人の質が変わってきているのです。 

 私は、最近講演などで言うときには、「確かに日本の島国に住んでいる人間は、日本人の

顔をしているけれども、その心の中を見ると外国人、いや、宇宙人ではないか」と言って

います。今、ここにいらっしゃる方は、私も含めて、全て戦後の生まれだと思います。そ

うすると、戦後の日本の国で育った人たちは、かつての日本人と全然違う考え方をしてい

るということが、神主になって、日本の伝統的な考え方を勉強する中で、本当によく分か

りました。 

 私は先日、平成 20年に NHKを辞めました。もう辞めてそれ以降、NHKに 1回も行か

ないと思っていたのですが、頼み事がありまして、去年 NHKに行ったのです。NHKの玄

関を入りましたら、玄関の奥の所に、駅の改札口のようなものがあるのです。そこで、「ピ

ッ」とやらないと中に入れないというのです。NHK というのは、昔はもう顔パスです。
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せいぜい身分証明書を見せて入る程度で、自由に出入りができたのです。 

 ところが、そんな駅の改札口のようなものがありますから、自動改札口です。「何だ、こ

れは」と私は後輩に聞いたのです。そうしましたら、「宮田さん、お恥ずかしい話なのだけ

れども、NHK の中で盗難が相次いでいる」というのです。物が盗まれてしまうのです。

机の上にパソコンなどを置いておくと、すぐになくなってしまうのです。どこかに何かを

置いておくと、すぐになくなってしまいます。これは、私は誠にびっくりしました。 

 私は、NHK に入ったのが昭和 45 年(1970 年)、40 数年前です。その頃、私は NHK で

働いていて、自分の物を机の上に置いていて、なくなったことは 1 回もありません。今、

お見せしてもいいのですが、こんなものは誰も持って行かないのですが、名刺入れです。

これは新人のときに、ある織物作家からもらったのです。もう 50年近くこれを使っていま

す。これを、私は机の上に何回も置いておいて、なくなる危機があったのですが、1 回も

なくなりませんでした。1 週間前に置いたものは、1 週間ずっとそこに置いてあるのです。

それが日本の社会だったのです。今は違うでしょう。どこが変わってしまったのですか。

それは日本人が変わってしまったのです。それが神主になって、非常によく分かりました。

日本人は、戦後、本当にそういう意味で、日本人らしさというものが、全くなくなりまし

た。 

 先ほど座長と話をしていたのですが、日本人は戦後、欧米から基本的人権、平等、自由

という価値観をもらって、皆さんは、それがすばらしい考え方だと信じているわけです。

ところが、日本には日本人独特の、これは神主の勉強をして初めて分かったのですが、日

本人独特の平等に対する考え方が、基本的人権に対する考え方、自由に対する考え方、か

つて長い歴史の中で考えていた考え方があるのです。それをやらないで、向こうからもら

った考え方をやったものですから、分かりやすく言うと、ネコにイヌみたいに生きろと言

われているのです。日本人なのに、日本人らしく生きろと言われていないのです。ですか

ら、今、多くの子供さんたちが、適応障害を起こしているというのが、私の分析です。 

 教育というのは、こんなことを言ってはいけないのですが、私は実は学校の先生になる

はずだったのです。私は、千葉県の富里で生まれました。私が生まれたときは富里村でし

た。私は富里村立富里南小学校を昭和 35年に出ました。村ですよ。 

 私は、その小学校時代に、担任の先生、教頭先生、校長先生、私の親、地域の人たち、

みんなが私に、「小学校の先生になって、この学校に戻ってきてくれ」と言ったのです。私

はとても素直な子供でしたから、分かりましたといって、先生になるべく埼玉大学で、小

学校の先生になるための勉強をしたわけです。教員の免許を持っています。 

 教育実習に 5 週間行きました。ベテランの先生に教えてもらって、子供たちに教えたの

ですが、そのときに私は、「このような仕事は私にはとてもできない」と思いました。 

 先生というのは大変な仕事です。あの純真な子供たち、真っ白な子供たちに、色を付け

ていく仕事です。これは、私にはとても恐れ多くてできないと思って、私は子供のときか

ら、先生になるのだ、先生になればいいのだと思っていたのが、21歳のときに挫折してし

まうのです。しかし、私はそれ以降、ずっと教育には関心を持ち続けました。 

 今回、教育政策課から懇話会の委員になってくれと言われたときに、私は、ある意味で

罪滅ぼしのつもりで加わりました。39年間、自分でいろいろなことを考えてきて、今だっ

たら教育に対して、何かお話ができるのではないかと思いまして、この委員を受諾したわ
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けです。 

 具体的なことを申しますと、私は学生時代の友人で先生になった人がいますので、とき

どき話をするのです。そうすると、非常にびっくりすることがたくさんあります。いまだ

に黒板というのがあって、チョークで字を書いているのと、我々マスコミにいる人間にと

ってはびっくりするのです。 

 我々が NHK に入ったときには、白黒です。すぐにカラーになって、取材するのはフィ

ルムだったのが VTRになって、いつの間にかハイビジョンになりました。どんどん変わっ

ていくのです。ところが先生に話を聞くと、学校って変わらないのだねと、感激するぐら

いびっくりするのです。世の中がどんどん変わっているのに。お父さん、お母さんたちの

ニーズも、どんどん変わっているでしょう。 

 私が、ある意味で 1 つの契機だったのは、日本に塾というものができたのに、あの塾の

存在を教育界が認めてしまった。あれはやっつけなければ駄目です。あんなものは絶対に

作らせてはいけないのです。それを学校がやればいいのです。それをしなかったのです。

だから、今は学校に塾の先生を招いて教えてもらったりしているわけです。そうなってし

まいますよね。本当に頑張ってほしいと思います。 

 それから、もう 1 つ具体的なことを申します。これからの論議の中で、私の考え方を申

し上げたいと思いますが、子供というのは、昔は日本人は「ガキ」と呼んでいたのです。

「餓鬼」というのはどういうことかというと、人間ではないのです。トレーニングをして

初めて、分かりやすくいうと調教して、人間になる存在なのです。だから、調教しなけれ

ばいけません。これが教育なのです。 

 調教しない人間は何になるかというと、野性化するのです。今、野性化している子供は

たくさんいます。いじめたり、いじめられたり、何かやっています。学校へ行かなかった

り、あれは野性化しているのです。ちゃんと教えないからです。 

 山折哲雄さんという宗教学者によれば、野性化する子供をどうしたらちゃんとできるか。

それは 4 つあるというのです。1 つは軍隊、軍隊に行ってトレーニングをすると、野性化

しません。2つ目はスポーツをやらせます。3つ目は宗教です。4つ目が教育です。この 4

つによって、子供が野性化するのを阻止することができるというのです。 

 しかし、ご存じのように軍隊はありません。あっても、みんな入りませんよね。あんな

ところに入ったら、また戦争するのかなんて言ってしまいますから。宗教だって、学校で

は全然教えません。スポーツは、ちょっとあります。教育です。教育に関わる、教育とい

うものによって、子供たちの野性化を阻止する。大きな役割がそこにあるわけです。 

 私は、その教育の中に、神主になったから言うわけではないのですが、日本人の伝統的

な考え方を入れることによって、日本人らしい、本来の日本人の考え方といったものを、

教育の中に取り入れてほしいと思っておりまして、そういった提言をこれからさせていた

だきたいと思っております。日本人は日本人の考え方がいいです。 

 神主になって、日本人の伝統的な考え方をいろいろと勉強しましたが、日本人は本当に

すごいです。残念ながら皆さんは戦後の教育を受けましたから、全く教えられてない。 

 1個だけ言うと、「中今を生きる」という考え方を、今の日本人は誰も知らない。これは、

日本人が伝統的に、自分の命というものをどう考えたかということです。つまり、私が今、

生きています。どうして、皆さんはそこに生きているかというと、御両親がいるから生き
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ているわけです。その御両親には、また御両親がいます。その御両親にもまた御両親がい

ます。私は結婚をして子供ができる。日本人が、命をどう考えたかという考え方です。 

 つまり日本人は、先祖から命がずっとリレーされていって、未来にまた命をリレーして

いく、その中の今を生きているのだと考えたのです。戦後の教育はそうではないです。個

人が大事だ、個は尊重されるべきだ。基本的人権がある。これは、日本人の伝統的な考え

方に合致しません。 

 ですから、そういうところをもう一度見直して、教育を組み立てていくということが、

私は大事ではないかと思っておりまして、これからそういう意見を申し上げたいと思って

おります。よろしゅうございますか。この辺で止めまして、また後で申し上げます。 

○中山座長 どうもありがとうございました。最後に、私から少し意見を述べさせていた

だきます。 

 先ほど、いろいろ御意見がございました。大学から見ますと、大学は出口です。そうす

ると、そこまで出口に行くまでに、きちんと教育されているかということが非常に問題に

なるわけです。今の大学教育でも、何を教えるかよりも、educational outcomesというの

ですが、どういう教育成果が出せるかという成果が大切です。どういう教育力が付いてい

るか、スキルが付いているかということが、大学の出口の所で、非常に問題になってくる

わけです。 

 御存じのように、大学は今、高校からの進学率が 50％を超えています。universal access

といって、誰でも、選ばなければ大学に入れるわけです。問題は、そこまで基礎的な能力

が付いていない学生が大学に入るようになっているということです。 

 そこで、先ほど「グローバル化」というのが出ましたが、大学を学生が卒業しますと、

学生の好き嫌いにかかわらず、学生はグローバル社会に放り出されるわけです。これは優

秀な大学生だけでなくて、全ての大学生が、これぐらい企業がグローバル化されますと、

そのグローバルな社会の中で働いていかなければならないということです。 

 Globalizationとは何か、いろいろなことがあります。例えば空間と時間の概念が大きく

変わるとか、文化的交流が増えるとか、世界が共通の問題に直面するとか、相互の関連と

依存が増えるとか、国家を超えるネットワークあるいは組織ができるとかありますが、学

生にとって見れば、グローバル化とは何かというと、今まで就職などでも、国内の日本人

同士が競争相手だったのですが、今は、日本企業がグローバル化されたことによって、外

国の留学生も競争相手になってきたということです。 

 そのときに、グローバル化とは何かと考えると、世界が経済的に 1 つになるということ

だけではなくて、競争そのものがグローバル化されたということです。今までは国内だけ

で良い会社に就職すればいいと思っていたことが、いや、これからは世界を相手にして、

より熾烈な競争環境の中に学生が置かれていくということを意味しているわけです。 

 そうすると、何が必要かというと、やはり差別化です。外国人と同じような考え方をす

ることが、グローバル化ではないです。日本人的なこと、「日本人のすばらしいところ」を

どうやってアピールし、外国人と自己をいかに差別化するかということが、国際競争で勝

ち残っていく上では重要になるということです。それは日本人としての identity の確立で

す。自分の identity が確立しない限り、他者に対する empathy は起こってこないです。

そこのところをしっかりとやるということです。 
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 しかし、現状はどうかというと、例えば財団法人日本青年研究所による 2011 年の調査

によりますと、「自分が価値ある人間と思うか」という学生のパーセンテージは、これは高

校生を対象にしていますが、アメリカが 57.2％、中国が 42.2％であるのに対し、日本はた

ったの 7.5％なのです。「自分を優秀と思うか」については、アメリカは 58.3％であるのに、

日本は 4.3％しかありません。英誌『エコノミスト』「自分の国がいいと思うか」について

の調査がありまして（2009 年 10月 2日）、これは誇りについて、世界 33か国を対象にラ

ンク付けがされました。1 位はオーストラリアで、日本は最下位の 33 位、32 位は南アフ

リカです。日本には謙譲の美徳というものがありますから、自分を低く見ることも道徳と

いう考え方はありますが、これはちょっと寂しいです。 

 うちの学生も海外へ行きますが、外国人と議論になって、「日本人はどう考えるのか」「日

本のいいところは何なのか」と言われたときに、十分に答えることができないということ

があります。世界で活躍するには誇りに基づいた発信力が要るのではないかと感じるわけ

です。 

 これからの社会のニーズ。例えば経済同友会が実施した 2008 年 5 月の調査報告書によ

って、「新卒採用時に、どのような基本能力を企業は重視するか」について、1位から 5位

までのランク付けがありまして、5位が問題解決能力、4位が論理的思考力、3位が協調性、

2位が行動力・実行力、1位が熱意・意欲なのです。 

 ですから、ここの特徴は、論理的思考力、問題解決力はランクされていますが、それよ

りも熱意・意欲、行動力・実行力とか、cognitiveな、認知的能力だけでない対人関係能力

や人間の全体的能力を企業が要求しているということです。 

 それを受けまして、経済産業省が 3つの能力ということで、前に踏み出す力(action)、考

え抜く力(thinking)、チームで働く力(teamwork)を掲げました。そして、文部科学省は「生

きる力」、内閣府は「人間力」、厚生労働省は「就職基礎力」というのを目標に掲げていま

すが、この特徴は何かというと、先ほど申し上げましたように、認知的能力ではなく、総

合的な人間力の養成が、これからの国際社会には必要だということを、社会のニーズとし

て挙げているということです。 

 これは日本だけの現象ではありません。例えばイギリスでは、そのことを「core skills」

と言うのですが、「中核的能力」と訳しています。これは自ら考え、行動し、課題を解決す

る能力、自ら目的を達成できる能力。オーストラリアでは、これを「key competencies」

と言っています。それから、「employability」、これは産業の構造がグローバル化に変化し

ましたから、個人が環境の変化に素速く対応して、異動や転職をスムーズに行える能力、

どこに行っても通用する能力が必要なのだということです。これはフランスでも

「transferable skills」、ドイツでも「key qualification」とか、これは世界的な現象で、こ

ういうものを養成していく必要にかられています。一般に、英語で言いますと、「generic 

skills」というのですが、「汎用的能力」です。 

 これは、どうやったら養成できるか、それぞれの子供の発達段階において養成し、最終

的プロダクトの大学を卒業したときに、そういう能力を付けられるかですが、これは先ほ

ど皆さんの意見にもありましたように、小学校から、家庭教育から、いろいろなところか

ら始めていかないと、大学に入ってからではなかなか難しいです。ですから、そういう全

体的な教育のスキームを打ち立てる必要があるということです。 
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 私はボストン大学に行きまして、向こうのいろいろな学校も視察してきました。例えば

15年間全然駄目だったけれども立派に立ち直った学校があります。いじめ、暴力があった

りして、どうしようもなかった公立の中学校ですが、それが 15年間でアメリカのモデル校

になったぐらい立ち直ったのです。 

 何をしたかというと、character education、品性教育をやったのです。どうやったかと

いうことは、これから議論でお話しすることになりますが、先ほど教員の組織力というお

話がありましたが、教員が校長先生以下一丸となって、積極的に学校を立て直そうと頑張

っているという実践例も見てきました。そういうことが必要だと思います。 

 2 番目に申し上げたいのは、道徳教育に関してです。道徳教育というのは、いろいろな

側面があります。私は、大きく 3つの面があると思っております。1つはmoral cognition、

道徳の認知的な能力です。道徳とは何か。私は、道徳とは他者とのよりよき人間の関係性

だと思っていますが、どういう関係性がいいのかということを、知的に理解するというこ

とです。しかし、アメリカでの調査にもありますように、いくら道徳について知的に理解

しても、それによって学生・生徒の道徳的能力が上がるとは限りません。教室で幾ら道徳

を教えても、実際に子供が道徳的になるかは別問題です。もちろん、最低限は教えること

が必要です。 

 2 番目は moral affect というか、そういうものに対して、感情的に共感性を持てるよう

なクラスが展開できないかということです。 

 もう 1つは、moral behavior、道徳的な行動です。active learningも含めまして、行動

を伴って子供たちにそういう体験をさせることです。これはアメリカの大学などでは、

prosocial skillsの一貫として捉えています。prosocial というのは、proというのは向かう

という意味で「向社会的能力」というのですが、social skillsを学ばせるのです。それは学

問だけでは駄目で、実際にそういう奉仕活動のような service learning みたいなものに学

生を参加させて、実体験をさせるということです。 

 その体験を通じて、道徳性を育むというカリキュラムを、アメリカの大学では展開して

いるということです。volunteer activity とか、いろいろなものがあると思いますが、そう

いうものをどれぐらいプログラムの中に組み込んでいけるかということが重要だと思いま

す。 

 そういう教育に取り組む上で、私は重要な点が 5 つあると思いますので申し上げます。

第 1 は priority（優先順位）をどう考えるかということです。教育の中の優先順位、先ほ

ど御指摘にありましたように、学力だけの向上を目的に置くのか、人格教育もその教育の

視点の中に取り入れて、同じように重要だと考えるのか。道徳というのは、付け足しの 1

つの科目で、適当にやっておけばいい授業なのか、それとも道徳性というものは、全ての

generic skillsを活用するための根本的なものと位置づけるのか。そこの priorityをどう位

置づけるのかということが、1つの重要なものになるということです。 

 2 番目は関係性の構築です。生徒、子供たちの関係性を、どうやって教師が構築するか

ということです。いつでも授業が始まる最初が重要なのですが、最初の授業の出だし、1

日、1 週間で、そのクラスの雰囲気をどう構築するのかということです。幾らすばらしい

授業をしても、学生は先生によって、自分がケアされているという意識がなければ、先生

の教える内容に興味を持ちません。ですから、まず学校に入ったときに、子供たちとの人
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間的関係性をどう築くか、先生と生徒の social skills が試されているという自覚が非常に

重要になってくるということです。 

 もう 1 つは、私は大学で教えていて非常に感じるのは、内発的動機づけと言いますか、

intrinsic motivationの重要性です。外発的な動機づけ、強制では、学生たちは勉強しませ

ん。試験のためではなくて、他人から褒められるためでもなく、自分の心の満足のために

勉強するような、内発的動機づけを、どうやって授業の中で高めていくのか、これが 1 つ

の大きなテーマになると思います。 

 そこで私がアメリカの専門家に、あなたたちは内発的動機づけはどうやっているのかと

聞きましたら、model good character、modelingだと言っていました。まず、教師が、学

ぶことが楽しい、学校生活が楽しいというモデルを、まず身を持って示すべきだというこ

と。そして教師は好むと好まざるとにかかわらず、子供たちの役割モデルであるというこ

とです。トム・リコナというニューヨークの大学の character education の専門家が言っ

ていますが、生徒の品性、人格にインパクトを与えるべき、最も重要な要素は何かという

と、教員自身の品性であるということです。ですから、そういう教員の品性向上のための

研修も含めて、それをどのようにやっていくかというのが、次の大きな問題になってくる

ということです。 

 もう 1 つは empowerment というのですが、いろいろな問題、学習にしても、その決定

を学生主導型、子供主導型にどうして持ってくるかというところ、すなわち学校教育の中

で学生基点の教育をどう展開するかということが、さっき言いました intrinsic motivation、

内的動機づけを行うための 1 つのキーポイントになるのではないかと感じる次第です。簡

単に申し上げましたが、私の考える教育論というのは、そういうところでございます。 

 

9. 意見交換 

○中山座長 それでは、これまで委員の皆様方の御意見を伺ってきましたが、何か御質問、

御意見、コメントがあればお願いします。いかがでしょうか。 

○河村委員 マクロな視点とミクロの視点がごちゃごちゃになって、5 回ぐらいの会議で

どうなるのだろうと思って、ぼうっとしておりました。以上です。 

○中山座長 本日は自己紹介を兼ねて自由にご発言をいただいたのですが、これからは、

問題を整理しまして、順番にやっていこうと思います。 

○芳沢委員 今の話を聞いていて、誇りというものが大きいのではないのかなと思うので

す。戦時中、特別科学学級（特別組）というものがあって、金沢に理数系に優秀な子供た

ちを集めて、疎開させて、そこで非常にハイレベルな内容の教育をしていました。そこに

いた生徒達は誇りをもって後に、日本の学術やメーカーばかりではなく、経済関係あるい

は芸術も含めて、いろいろなところでリーダー的な存在になった人が多いのです。 

 あるいは、戦後めざましい発展を日本は遂げましたが、例えば進駐軍が入ってきて、「日

本はこんなにすごい教育をしていたのか」と驚いた記録があちこちにあって、それが自分

の国、日本の教育システムその他に誇りをもっていたということがあったと思うのです。 

 今、海外に日本から留学する人が相対的に少なくなってきたとか、中国やインドがどん

どん増えているのにどうしたことか、ということがよく話題になっています。私は、何十

人というわずかな学生でアンケートを採ったのですが、短期の留学には積極的なのですが、



資料 2－24 

 

長期の留学に関しては「自信がない」と言うのです。「自分はゆとり世代」だとか気にして

いることを見ると、誇りというのは 1つの大きな要素になるだろうなと感じました。 

 それと、教員研修の話も出ましたが、私も免許更新講習を幾つかの場所でやったのです

が、あれは全く効果がないです。というのは、現場をほとんど知らないし現場に関心のな

い大学の先生方が、たまたま更新講習を引き受けたといって自分の専門の話をしても、そ

れで現場の先生方の心に響くかというと、全くないと思うのです。 

 ただ出掛けて行って、私が唯一いいと思ったのは、岩手県の教員の 10 年研修でした。

10年研修というよりも、もともときめ細かな対応でしっかりやっていた教員の研修を、そ

れが 10年研修という制度ができてから、名前をそれに変えてやるという感じで、大分きめ

細かな対応でいろいろ行っています。 

 他県は、多分 1 人 3 万円ぐらいを払っていたと思うのですが、岩手県は全額県がもって

いたと思います。私自身として思うことは、いろいろな所の教員の研修会に出掛けてきま

したが、10年研修というものによって逆にごちゃごちゃになってしまった。しっかりした

研修制度をもっていたのに、それによって変になった感じです。各県が、きめ細かなしっ

かりした研修制度を打ち出すことが大切だと思います。 

 最後に、海外へ出て行く留学生の話をしましたが、国内の話も出たので、学生の就職問

題をグローバル化の視点で一言指摘したいです。ある銀行の人事採用の責任的立場の方か

ら「日本人の大学生より留学生の優秀な人をたくさん採ればいい」という発言を聞いたこ

とがあります。実際は日本人もたくさん採っているのですが、先ほどでた「情熱」「積極性」

を含めて、そういった前向きな気持ちも視野に置いて考えていく必要があると思います。 

○宮田委員 私は NHKでアナウンサーをしている頃に、ベテランになった頃に、NHKの

アナウンサーの採用試験の試験官を随分長い間やりました。辟易するのです。 

 学生が来て面接をしますが、何を言うかというと、彼らは、NHK に入ると自分がどれ

だけ幸せになるかということしか言わないのです。違うだろうと。あなたが入ったら、NHK

をどれだけ幸せにしてくれるのだということを、我々は期待したいわけです。これが戦後

の、自分、自分、自分という考え方です。 

 今、お話くださった芳沢先生の大学はすばらしい大学で、私が唯一教育に関わっている

とすると、モンゴルという国があります。あのモンゴルのウランバートルという首都に、

新モンゴル高校という学校がありまして、その学校の理事長の方が、日本の山形大学に留

学をしました。そして、日本の教育のすばらしさに打たれました。もともとは物理の先生

でした。 

 自分の娘が高校に進学したのです。その高校に父兄参観で行ったら、「この学校はすごい」

と言って、彼は日本で勉強して、モンゴルへ帰って物理の先生になるはずだったのをやめ

て、モンゴルに日本式の教育をする学校を作りたいという夢を語ったのです。 

 そしたら、地元のマスコミなどが、みんな応援しまして、大きなお金が集まって、その

お金をもとに、10数年前にウランバートルに日本式の教育をやっている学校があるのです。 

 私はその話を聞いて、神主は 4 月が暇で、なぜかというと、氏子さんたちは田植えをし

ていますから、私は仕事がないのです。ですから、4 月の 1 か月間はモンゴルのその学校

へ行って、モンゴルの子供たちに日本語を教えたり、日本のことを話をしたりしています。

その学校から、今、200 人近い子供たちが、日本の全国の大学に留学して、勉強していま
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す。私は日本にいるときは、新モンゴル高校日本駐在顧問という肩書きをもらって、学生

たちの面倒を見ているのです。話を戻します。 

 桜美林大学にも、今、7 人の学生が留学しています。桜美林大学はとてもすばらしい学

校で、奨学金を出してくれて、授業料は免除で入学させてくれているのです。 

 この 9月 4日に、そのうちの 1人が卒業しました。その学位授与式に私は行ったのです。

そしたら、「先生、ありがとうございました」という手紙がきました。この中で、今、日本

の子供たちに一番欠けていることが、実に見事に書かれていますので、御紹介したいと思

います。 

 彼女はモンゴルに帰って、ジャーナリストになりたいのです。私も、一応ジャーナリス

トの端くれでしたから、すごく可愛がって、4 年間アドバイスしました。様々なことを彼

女に言いました。彼女は何をやりたいかというと、モンゴルへ帰って、モンゴルの人たち

の食生活は非常に貧しいのです。食生活ジャーナリストになりたいという夢を持っている

わけです。彼女が書いてきた手紙をそのまま読みます。 

 モンゴルへ帰ると、彼女は当然リーダーになるわけですが、「リーダーというのは、自分

のためではなくて、他人のために生きる人です」と書いてあるのです。「ですから、私は、

帰国してモンゴル人を長生きさせるために頑張っていきたいと思います。非常に時間がか

かることではありますが、少しずつやっていけば、いつか実現できると思います。これか

らも変わらぬ御指導をお願いします」と書いてあるのです。 

 これは、今、日本の若者たちに一番欠けている、公に対して自分が何ができるかという

ことを全く考えないで、自分のこと、せいぜい家族のこと、せいぜい周りにいる人、その

ことしか考えないような教育をしていたのでは、私は駄目だと思うのです。 

 やはり社会全体、ひいては地球全体のことを考えられるような人材を、これから作って

いかなければいけないのではないかと思っております。 

○中山座長 これまでは教育全般について、自己紹介を兼ねて、委員の先生方の御意見を

拝聴いたしました。これからは、もっと議題を絞って、マクロからミクロへの議論を進め

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

10. 今後のスケジュール 

○中山座長 次に、「光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会」の今後のスケジュール

について、それを議題にして御説明願います。事務局から御説明をお願いいたします。 

○石橋教育政策課長 事務局からは懇話会の日程等について説明させていただきます。資

料 7「光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会今後の日程」です。この懇話会は、本

年度はこの後 4 回の開催を予定しています。次回の第 2 回の開催については、平成 25 年

11 月 15 日(金)の開催で調整中です。会議のテーマは「いじめ防止」「道徳教育の充実」の

2件を予定しています。 

 「いじめ防止」については、意見交換の視点の例として挙げていますが、例えば教育相

談体制の充実、効果的ないじめ防止対策の実施、インターネットなどの新しい問題が発生

している分野への対応、関係機関との連携といったところからの意見交換が考えられるか

なということです。 

 もう 1 つの「道徳教育の充実」は、義務教育あるいは高校における道徳教育の充実につ
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いて、効果的な道徳教材の提供、教員の指導力向上、家庭や関係機関との連携といった視

点から、御意見を伺えればと考えているところです。 

 また、それ以降の第 3 回は「学力向上」「教員の資質向上」をテーマとし、12 月中旬頃

の実施を予定しています。「学力の向上」については、全国学力・学習調査結果の分析と活

用などによる学力の底上げ、あるいは学習内容の確実な定着に向けた取組、思考力・判断

力・表現力の育成、主体的に学習に取り組む態度の育成などを考えています。「教員の資質

向上」については、若手教員の育成、今日的な教育課題に関する研修の充実、採用時にお

ける豊かな体験や優れた知識・能力を有する多様な人材の確保、人物重視の選考といった

視点からの意見を伺えればと考えています。 

 第 4回は平成 26年 1月中旬頃の開催を考えていますが、「幼児教育・家庭教育」につい

ての意見交換を予定しています。幼児教育の資質の向上、家庭教育支援の在り方というこ

とで、真に支援を必要とする家庭に対する支援の方策など、家庭・地域・学校・教育委員

会との連携・協働の在り方といった視点から、御意見を伺いたいと思っています。 

2回目のテーマである「いじめ防止」「道徳教育の充実」について、この会で再度御意見を

伺えればと考えています。 

 最終回として、第 5回は平成 26年 3月中旬の開催を考えています。こちらでは、「学力

向上」「教員の資質向上」「幼児教育・家庭教育」について、再度の御意見を伺いまして、

それぞれのテーマについて、最終的な論点整理を行っていきたいと考えています。 

 今後の予定は以上です。 

○中山座長 事務局からの御説明に対して、御質問等はございますか。 

○河村委員 11月 15日は決まってしまったのですか。 

○石橋教育政策課長 現在調整中ではあるのですが、かなり多くの委員の方がおりまして、

一番日程が合うのが、今のところはここだということで考えています。 

○河村委員 例えばこの会議は昼間でなければ駄目なのですか、夕方以降とか。 

○石橋教育政策課長 委員の先生方の日程が合えば、それも可能ではないかと思います。

また調整させていただいて、至急委員の皆様には御連絡させていただきます。 

○中山座長 ほかに質問はありますか。よろしいですか。 

 

11. 閉会 

○中山座長 これで議事を終了いたします。事務局は、本日委員の皆様方からいただいた

いろいろな御意見をまとめていただき、次年度の次期教育振興基本計画にできるだけ取り

組んでいただき、よりよい教育の計画となるよう、お願いいたします。長時間にわたり議

事進行に御協力いただき、誠にありがとうございました。事務局におかえしいたします。 

○司会 どうもありがとうございました。本日の議事の内容については、事務局で整理を

して、委員の皆様に御確認いただいた上、公表させていただきたいと思っておりますので、

御協力いただけますよう、お願い申し上げます。 

 次回の開催は、お忙しい委員の皆様ですので、できるだけ早期に日程調整させていただ

き、連絡させていただきます。 

 以上をもちまして、第 1 回の懇話会を終了いたします。本日は、大変お忙しい中ありが

とうございました。 


