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第２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１１月１５日(金) 午後６時から午後８時５０分 

                   場所  ホテルポートプラザちば２階「ルビー」 

 

１ 開 会 

○司会 まもなく定刻ですが、会議が始まる前に、本日配布させていただいた資料の確

認をさせていただきます。上から順に、本日の座席表、式次第、出席者名簿となってい

まして、その下に配布資料の一覧があります。資料 1、資料 2、資料 3-1、3-2、資料 4-1、

4-2、4-3、資料 5-1、5-2、資料 6、資料 7 となっています。その下ですが、委員の先生

方から提出いただいた資料があります。中原先生、長谷先生、河村先生、田沼先生、永

田先生から提出いただいた資料です。 

 その下に本県で作成している冊子等を参考として置いております。参考として置かせ

ていただいた資料ですが、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」「第 1回光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会資料」「『いのちを大切にす

るキャンペーン』実践事例集」「道徳教育の手引き」。国の資料として、「いじめの防止等

のための基本的な方針」「道徳教育の現状」「いじめの問題等への対応について(第一次提

言)抜粋」「道徳教育の抜本的改善・充実」を参考として置かせていただいております。不

足の資料等ありましたらお申し付けください。 

 なお、おわびを申し上げますが、本日、机上に置かせていただいた資料 4-3 ですが、

不手際で偶数ページが飛んでしまっています。事前にお送りした資料は整ったものです

が、本日のものについては偶数ページが飛んでいますことを、ここでおわびをさせてい

ただきます。 

 本日の撮影ですが、18時 5分までの 5分間ということで御協力いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから「第 2 回光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会」を開

催させていただきます。はじめに、今回、臨時委員として御出席を頂いている委員の方々

を紹介いたします。お手元の出席者名簿にあるとおり、4名の方に御出席を頂いておりま

す。席順に沿って御紹介させていただきます。中原美惠委員です。 

○中原委員 よろしくお願いいたします。 

○司会 長谷徹委員です。 

○長谷委員 よろしくお願いいたします。 

○司会 田沼茂紀委員です。 

○田沼委員 田沼でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 永田繁雄委員です。 

○永田委員 よろしくお願いいたします。 

○司会 よろしくお願いいたします。 

 早速、懇話会に入っていきたいと思います。ここからの進行は中山座長にお願いをし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○中山座長 本日は、委員の皆様方にはお忙しいところ御出席いただき、誠にありがと

うございました。前回は第 1 回の懇話会ということでしたが、自己紹介を兼ねまして、

各委員から貴重な意見を拝聴することができました。その中には、本日のテーマに直結

するような重要な指摘もありました。今回はそれよりも一歩突っ込んだ意見交換をいた

しまして、千葉の教育を更に向上させるための強いメッセージを発信していきたいと考

えておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

 

２ 前回の会議の概要 

○中山座長 最初に、前回会議の概要について事務局から御説明願いたいと思います。

よろしくお願いします。 

○教育政策課長 教育政策課長の石橋と申します。よろしくお願いいたします。資料 1

「第 1回光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会会議概要」を御覧ください。前回、

9月 17日に開催した第 1回懇話会においては、事務局から千葉県の教育の現状等につい

て説明した後、委員の皆様から教育全般に関し御意見を頂きました。その主なものを申

し上げます。 

 日本の学校教育は学級集団制度でできているが、学力や不登校・いじめ問題との相関

関係や地域差、学校差などの問題がある。 

 生活リズムと学力の相関関係は高く、生活習慣づくりはとても重要である。 

 外国人との競争に勝ち残るためには、日本人としてのアイデンティティの確立が必要

である。 

 社会人として求められるのは、意欲、行動力などの総合的な人間力である。 

 道徳教育に取り組むためには、その位置付け、教員と生徒の人間関係、内発的動機づ

けなど 5つの重要な論点がある。 

 人間は祖先から未来へ命をリレーしているものであり、日本人の伝統的な考えを教育

に取り入れることが必要である。 

 いわゆるゆとり教育で授業時間と学習内容が減少し、学力の二極化が進んでいる。 

 マークシートに対応した学習では不十分であり、論理力・論述力を養う教育が大切で

ある。 

 主な意見は以上ですが、詳細については資料 2 の会議録で御確認いただければと思い

ます。前回会議の内容は以上です。 

 

３ 前回の会議内容についての補足説明 

○中山座長 続いて、事務局から前回の会議内容について補足説明があるということで

す。まず、芳沢委員からの御意見があった千葉県の採用状況についての補足説明をして

いただきたいと思います。事務局の担当からお願いします。 

○教職員課長 教職員課長の奥山です。よろしくお願いいたします。私からは、芳沢委

員に前回頂いた本県の教員採用選考に係る御意見 2 点について、本県の状況を補足説明

させていただきます。 

 資料 3-2です。まず、40歳前後の人たちの採用をもっと積極的に考えてもいいのでは、

との御意見についてです。本県の教員採用選考においては、教職経験者や社会人経験者
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からの優秀な人材確保を目的として、平成 19年度実施の採用選考から受験年齢資格を緩

和し、幅広い年齢層からの採用を進めてまいりました。 

 具体的には、一般受験の年齢資格を「36 歳未満」から 5 歳引き上げ、「41 歳未満」と

するとともに、講師等の教職経験者については「41 歳未満」の年齢資格を大きく引き上

げ、「60歳未満」としました。その結果、平成 19年度以降ですが、30歳代後半について

は 247名、40歳以上については 233名を採用することができました。人数はまだまだ少

数ではありますが、現在、各学校で中堅教員として活躍しています。今後とも、実践力

のある優秀な人材確保に積極的に取り組んでまいりたいと考えています。 

 次に、採用選考の倍率が大都市圏と地方がアンバランスになっており、特に小学校の

競争率が低いが、それに対してどのような対応をしているかとの御意見に対してです。

本県の教員採用選考において、小学校の倍率が 3 倍を切っている状況は、優秀な人材確

保の観点からも喫緊の課題であると認識しており、様々な取組をしているところです。

主な取組を紹介させていただきます。 

 取組の 1 点目は、大学説明会の実施です。平成 23 年度は 50 会場、平成 24 年度は 60

会場、そして今年度については、63 会場と増やしてまいりました。特に県外選考会場と

して実施している北海道・東北地区に重点を置き、北海道教育大学、北翔大学をはじめ、

岩手大学、秋田大学など、計 13大学に直接出向いて説明会を開催しました。さらに、こ

の 11月にも出前講座という形で東北地方の 8大学に出向き、積極的に千葉県の良さをア

ピールしていく予定となっております。 

 2点目は、採用選考における県外会場の実施です。今年度は、北海道、岩手、秋田の県

外 3 会場で実施しました。ここ数年は、この 3 会場において約 500 名の志願者を確保し

ております。東北・北海道からの採用者については、学校現場からも大変好評で、教員

として大変優秀であり、特に子供たちに対してねばり強く指導ができるところが良いと

いう感想が多く聞かれています。今後も、県外の熱意ある人材確保に向けて、様々な取

組に挑戦していきたいと考えています。 

 3点目は、大学との連携による教職インターンシップ制度、「教職たまごプロジェクト」

の実施です。今年度でこのプロジェクトは 7 年目を迎えた取組で、年々参加者が増え、

今年度は 991 人の大学生たちが小学校と特別支援学校において研修に参加しています。

この研修の特徴は、学生一人一人の自主的、自発的な学びを大切にしており、学校現場

に年間 30日以上行くことだけを条件とし、主に担任の先生の補助を行っています。これ

は本県独自の大変ユニークな取組と考えております。 

 このような取組の結果、小学校の志願者については、平成 23 年度は 2,232 名、平成

24年度は 2,345名、そして今年度は 2,380名と着実に増えてきています。今後とも今申

し上げ 

た 3 つの取組を中心に、小学校志願者の確保に向けて努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○中山座長 次に、河村委員から質問のあった、全国学力・学習状況調査結果のクロス

分析についての補足説明です。事務局の担当者の方から説明をお願いいたします。 

○指導課長 指導課長の小川です。河村委員はまだ来られていませんが、前回の会議で

御指摘いただきました「全国学力・学習状況調査」の結果分析について、クロス分析等
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どのように行っているのかという実態について御説明します。 

 資料 3-1です。「全国学力・学習状況調査」の結果分析については、この概要版をリー

フレットにまとめて、県下全ての市町村教育委員会や小中学校へ配布するとともに、11

月に行われた学力向上交流会において、本県の課題や個々の取組について説明を行いま

した。結果の詳細の分析については、今後、県の総合教育センターにおいて更に進めて、

分析結果報告書としてまとめる予定です。この中で、クロス集計結果から、児童生徒の

学習状況と学力の関係などについて効果や課題を抽出し、この分析結果に基づいた学力

向上の取組を打ち出す予定です。 

 というわけで、現在、分析の途中ではありますが、現時点で分かっているものについ

て、クロス集計の結果や、学力との相関が見られた具体例について御説明します。 

 資料 3-1の 1ページです。「朝食を毎日食べていますか」という点について、朝食を毎

日食べる児童生徒のほうが正答率が高い傾向が見られています。 

 2 ページです。「ものごとを最後までやり遂げて、うれしかったことがありますか」と

いう点について、あると回答した児童生徒のほうが正答率が高い傾向が見られています。 

 3 ページです。「普段(月～金曜日)、1 日あたりどれくらいの時間、テレビゲーム(コン

ピュータゲーム、携帯式のゲーム含む)をしますか」という点について、ゲームをする時

間が長い児童生徒のほうが正答率が低い傾向にあります。 

 4ページです。「学校の授業時間以外に、普段(月～金曜日)、1日あたりどれくらいの時

間、勉強をしますか」という点について、学習時間が長い児童生徒の正答率が高い傾向

が見られます。特に小学校の児童のほうが強く表れています。 

 5 ページです。「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか」という点について、

自分で計画を立てて勉強している児童生徒のほうが正答率が高い傾向にあり、自主的な

学習に取り組む態度を育てる環境・教育を家庭と連携しながら進める必要があると考え

ております。 

 6 ページです。「家で、学校の宿題をしていますか」という点について、宿題をしてい

る児童生徒のほうが正答率が高い傾向が見られます。課題の与え方などについて、教職

員が共通理解を図り、児童生徒や家庭をより一層支援していくことが大切であると考え

ております。 

 7 ページです。「読書は好きですか」という点について、読書が好きであると回答した

児童生徒のほうが正答率が高い傾向にあり、読み聞かせや学校図書館を活用した授業づ

くりなど、より一層、発達段階や学校の実情に応じた読書活動の推進をしていきたいと

考えております。 

 今後、更に詳細な分析を行って、効果的な学力向上の取組や学習習慣づくりを進めて

いきたいと考えております。 

○中山座長 これまでの事務局からの説明で、御質問や御意見がありましたらお願いい

たします。よろしいでしょうか。河村委員におかれては、まだ到着していないというこ

とですので、到着次第、御意見を伺いたいと思います。 

 

４ いじめ防止 

○中山座長 それでは、ここから本日のテーマに入っていきたいと思います。本日のテ
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ーマはいじめの問題と道徳教育の充実を中心とした御意見を頂きたいと思います。なお、

本日の意見交換で、事務局から補足説明等が必要だと考えられる場合は、可能な限りこ

の場でお答えいただければと思いますので、事務局の方々、よろしくお願いいたします。 

 まず、いじめの問題からお願いします。事務局から、千葉県の現状や取組について御

説明願います。 

○教育政策課長 資料 4-1「いじめや不登校に対する取組や対応について」です。本県で

は、教育振興基本計画において、道徳性を高める実践的人間教育の推進、様々な困難を

抱えている子供や家族への支援を重点施策と位置付けて取り組んでいます。 

 重点的な取組を申し上げます。児童生徒への指導法としては、「豊かな人間関係づくり

実践プログラム」「道徳教育推進プロジェクト」などの取組を進めています。啓発活動と

しては、「いのちを大切にするキャンペーン」「いじめゼロキャンペーン」などの取組を

行っています。相談体制としては、スクールカウンセラーの配置を進めるとともに、「24

時間いじめ電話相談」の設置、「子供と親のサポートセンター事業」などに取り組んでお

ります。また、学校支援の取組としては、訪問相談担当教員などの配置を進めるほか、

各種研修や資料提供に努めているところです。そのほか、関係機関との連携や調査研究、

いじめ防止対策推進法の成立に伴う対応の検討を行っています。資料 4-2 については、

先ほど申し上げた「いのちを大切にするキャンペーン」の概要です。 

 資料 4-3 です。いじめの問題に関して、昨年度、文部科学省で実施した緊急調査の内

訳部分の結果です。対象期間は平成 24年 4月から 9月までの 6か月間、対象は全公立学

校です。いじめの認知件数は全体で 1 万 3,772 件ですが、これを児童生徒の 1,000 人当

たりに換算して全国平均と比較すると、全国平均が 10.4 件となります。それに対して、

千葉県が 26.9件ということで、千葉県は全国平均よりもかなり多い状況となっています。

解消件数は 1万 376件、解消率は 75.3％となっています。 

 いじめの態様ですが、冷やかしやからかいが最も多く、過半数を占めています。この

ほか、仲間はずれ、集団による無視、軽くぶつかられたりするなどの件数が多くなって

いますが、ひどくぶたれたり、金品をたかられるといった悪質なものも少なくない状況

です。また、パソコンや携帯電話で誹謗中傷などをすることも 463件ありました。 

 次のページの資料 4-3-2 です。学校の取組状況ですが、(1)から(3)で、ほとんどの学校

では定期的な点検、アンケート調査、組織的な対応といったものが図られていますが、

一方で(5)校長に対する報告、(6)職員会議等の場での情報共有については、全国平均より

も頻度が低く、また、校種別では、中学校に対して小学校や高校のほうが低い傾向が出

ています。また、(8)から(10)ですが、保護者や地域住民、あるいは警察との連携につい

ては、割合としてはまだ低い状況といえるかと思います。 

 資料 4-3-4 です。市町村教育委員会の取組です。(1)学校に対し、点検項目に基づく定

期点検を求めている割合、(4)学校に対し、いじめの報告を求めている割合については、

全国平均より低い傾向にあります。一方で、資料 4-3-6の(24)(25)にあるように、警察と

の情報共有、あるいは連絡協議会を開催している割合については高いという状況です。 

 なお、第 1 回の懇話会において委員の皆様から頂いた、いじめ防止に関する意見につ

いては、資料 6-1 として添付しておりますので、併せて御覧いただきたいと思います。

いじめ防止に関する本県の現状や取組については以上です。 
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○中山座長 それでは、中原委員と長谷委員から御意見を伺っていきたいと思います。

恐縮ですが、1人 15分程度でお願いいたします。最初に中原委員にお願いします。 

○中原委員 始めてですので、簡単に自己紹介させていただきたいと思います。私は、

ただいま総合大学において保育士や幼稚園教育の養成に携わって 4 年目となりますが、

職業人としてのスタートは千葉県の教育委員会の職員です。現在の「千葉県子どもと親

のサポートセンター」に当たる教育センターという所で、教育相談の臨床活動及び教育

相談に関する教員の研修や研究の事業を進めておりました。ですから、十何年間か、生

徒指導や教育相談、道徳教育の様々な委員会に所属させていただいて、一緒に検討して

まいりましたし、いろいろな施策を進めてまいった立場です。 

 平成 7 年度から、千葉県の教育委員会がスクールカウンセラー事業を立ち上げました

が、そのときの 1 期のメンバーとして郡部の中学校に配置をされて、そこで活動を始め

ました。その後、私立の学校などからも依頼があって、様々な学校、小・中・高等学校

全て経験しまして、最近は幼稚園の保育カウンセラーを務めております。こうした体験

から、子供たちにとって学校がいかに重要な場で、そこの健全性を担保することが、い

かに大人たちに求められている重要な課題かというのを感じてきております。 

 実際、スクールカウンセラーとして入ったときに、「いのちを大切にするキャンペーン」

の第 1 弾がスタートしましたので、そこで管内の中学校を回らせていただいて、お話を

する機会を頂きました。そのときに、いじめはいけないという話をしても、子供たちに

は何も新鮮味もないし、入らないだろうというので、考えて、これから 21世紀を作って

くれるのは、みんな一人一人なのだということで、こうした形の話をして回ったことを、

この度、一委員にお声を掛けていただいたときに、また思い出したりしておりました。 

 その当時にはこの動画はありませんでしたが、インパクトのある素材ということで、

錯視の図形などを持っていって、みんなが同じものを見ているのに、これも右回りに見

える方と左回りに見える方がいらっしゃるのです。それで、実際に今右回りに見えてい

ても、ある瞬間から左回りに見えたりする不思議な錯視の図が、正に錯覚が起こる動画

なのです。そういったものを介しながら、私たちが事実を本当に見極めるということは

どういうことなのだろう、という問題を投げ掛けながら話をした記憶がよみがえってき

ました。 

 私は、スクールカウンセラーとして見てきた学校について皆様にお話をしたいと思っ

ておりますが、先ほども申したように、学校という場の健全性をいかに担保するかとい

うことが重要だというのは、そこで子供も成長しますが、教師も成長するのです。健全

な場は、子供と教師双方が成長し合いながら、非常に豊かな時間を過ごせる場だという

ことを実感しておりまして、是非それを実現していきたいと思っております。 

 ところが、私が代わってほかの学校を回っていくと、実際に今まであれだけいい空間

だったのにという学校が、だんだんと状況が変わっていくというようなことも経験しま

した。つまり、健全性は、かなり努力をしないと、それから、かなりそれを支える力が

ないと、やはり崩れやすい。あるところまで到達するのにはものすごいエネルギーとも

のすごいみんなの力が必要なのですが、崩れるときはあっという間に崩れるのです。そ

れは、やはり管理職の交代を契機にしているものがかなりあるのではないかというのは、

スクールカウンセラーから見たときの実感です。つまり、場をコントロールする人の何
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を大切にしていくのか、どういう共同体としての学校を維持していくのかという姿勢が、

非常に重要だなと思っております。ゆとりがないと、共同体はどんどん崩れていくとい

うのも感じているところです。 

 これはお配りした資料にはありませんが、学校を支える仕組みを作るということでい

くと、教職員の相談支援能力を高めることが非常に重要なことです。一人一人の教員が

ちゃんと子供の話が聞けるようにということは非常に重要ですが、実はこれから外部か

らの専門家を学校は受け入れながら、場の健全性や成長・発達を支援する機能を高める

ということがテーマになってきますので、そのときに、外部の専門家とのつなぎ役がで

きる、核になる教員が必要だろうと思っております。コーディネーターと呼んでいる県

もありますが、教育相談コーディネーターのような核になる教員を養成していく。それ

が実際に機能する連携や、機能する推進会議、組織体を引っ張ってというイメージを持

っていくことが重要ではないかと思います。 

 最近、教育委員会では、いろいろ相談を受けると、文科省が対策会議を開くのだとい

う指令を出したところで、教育委員会は非常に戸惑っております。人材はどうしたらい

いのだろうかとか、お金はちゃんとこれに付いてくるのだろうかとか、それの無いとこ

ろで、それぞれの自治体が組織体を作れという指令に基づいてどう頑張ったらいいのだ

ろう、というようなことが現実に起っています。この辺りについても、しっかりと施策

に盛り込んでいけるかどうかが、やはり大きなところではないかと感じております。 

 子供が豊かに育つ学校を振り返ってみますと、当然ですが、生徒が非常に自発的な活

動をしていますし、職員が笑い合います。そして、皆ちょっとおせっかいで、結構聞き

上手ということが共通点だと思います。管理職もちゃんと話が聞ける、つまり相談支援

ができる人というのが私の実感としてはあります。なおかつ、学校にはきちんとした規

律がありますし、保護者もよく学校が好きで来ていて、校長室でよく相談をしていたり、

いろいろな援助を気兼ねなくやっていけるというところが重要な学校風土として実感さ

れたところです。つまり、みんなにとって居心地が良くて、相互に信頼し合って、なお

かつ、この学校で良かったと誇りがある。それが喜びになっているというところは、と

ても大きいかと思っております。 

 いじめ防止対策に入ります。これは森田洋司先生が指摘されていますが、いじめは「力

の乱用」がもたらす事象で、お互いの対象の力関係がアンバランスであるとか、力の使

い方が誤っているとか、そういう性質のもので、この「力の乱用」に対してどう対策を

打つかが重要だというところです。「力の乱用」と言えばいじめだけではなくて、児童虐

待や DV などをここに挙げておりますが、学校でいえば体罰もそれに入ってくるのでは

ないかと思います。こうした「力の乱用」ということに対するセンスを共有して、それ

はどう防止していったらいいかということで、一致して進めることができるというのが

重要なのではないかと思っております。細かい字で恐縮ですが、「力の乱用」が生まれな

い場にするとか、発生を抑止するとか、当たり前のことを並べました。4)の④ですが、「力

の乱用」当事者に関わる、ケアする。ちゃんと関わってケアをするということも、重要

な支援だと思っております。 

 幾つか私が申し上げたいところがありますが、その 1 つが、子供たちに自分自身が持

つ力をコントロールするような教育を、小さい頃からしっかりと段階を追って重ねてく
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るということを、考えていかないといけないのではないかと思っております。そのベー

スは、「自分は大切な存在だ」という確信になると思っておりますが、この情動制御シス

テムや、力の自己コントロールの方法を具体的に学ぶなどといったことを、まずはこれ

からの教育プログラムの中で様々取り組んでいく価値があるのではないかと思っており

ます。 

 私が相談支援の仕事を長くしておりますので、一番下に書きましたが、ちゃんと関わ

って、ちゃんと話を聞いて、ちゃんとどうしていくかを一緒に考えていくという支援が、

やはり情動コントロールとしても、「力」というものに対する認識を正しくしていくとい

うことに対しても、大きな働きを持っているのではないかと思います。 

 もう 1 つが「自分を守る力を育てる教育」ということです。これは、幾つか似たよう

なプログラムが展開されていますが、基本になるのは、まず、自分が大切だという感覚、

自尊感情を育てるということ。それから、自己の尊厳や安全を脅かす事態をちゃんと察

知できる、先ほどの「力の乱用」に対してきちんと認知できるようなセンスを持つとい

うことだと思いますが、それが 2 点目です。こうした事態に向き合ったら、そこから自

己を守る対処法を具体的に学んでいる。それで、適切に他者に援助を求める能力がある。 

 実はスクールカウンセラーの仕事をしていますと、この適切に他者に援助を求める能

力が、子供によって大分違います。特に私が男子校に行ったときには、本当にそこにい

る男子たちは、こうしたことは情けないことで、本来、力のある自分はしないことなの

だというふうに認識していて、堂々と自己開示したり、堂々と相談支援の場に出ること

を避けていました。それは大分昔のことですので、スクールカウンセラーが入って、そ

ういったところは大分開発されてきていると思いますが、この適切に他者に援助を求め

る能力をどう開発していくかという点も、私としては大事なことだと思っております。

基本は、自尊感情の醸成と、しっかりと自己を中心に据えた表出ができるということが

重要だろうと思っております。 

 こうした力をコントロールすることと、自分を守る力を育てることとの共通点は、た

だいま申し上げましたが、自尊感情の醸成とアサーティブであるということと、他者を

信頼し援助を活用する能力がある、ということの 3 点であろうかと思います。先ほど関

わりが重要だと申しましたが、関わることによって、子供たちが自己をしっかりと見つ

め、内省する機会を持つことができるというのが、教育の中ではとても大事なことで、

それが十分保障できるような体制を作ることが必要だろうと思います。 

 今回報告するにあたって、ネット上に展開されている様々な声を見てきましたが、そ

の中の 1 つに、いじめている子供たちを一人一人別々の教員がしっかりと呼び出して、

長い時間をかけて、やっていることの本質に気付き、本当に納得して、それは人として

まずいというところまで、対で詰めていくという教育が効果があるというような記載が

ありました。多分、「力の乱用」に対して内省する機会をどうしっかり保障できるかとい

うと、教師がちゃんと関われるということは重要だなと私も思っております。 

 実際に現場にいると、ものすごく忙しいので、生徒指導上の問題が起こって、例えば 6

人の生徒に 6 人の先生が関わって、長い時間、得心がいくまで関わることが現実にはな

かなか難しいです。でも、丁寧にやっている所は、そういうことを早め早めにしっかり

子供に直面化させながら対応することによって、子供たちが大人に真摯に向き合ってい
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くというような姿を見ていると、やはりこの辺りはとても重要なところだろうと思って

おります。 

 昨年、文科省から委託を受けて、被災地の学校支援に行ってまいりました。この学校

支援に行って非常に感動したのは、やはり子供たちにとって、どれだけ学校という場が

重要で、なおかつ、一人一人の先生方がどれだけ子供たち一人一人がいかに大切な存在

かというのを心に置きながら、日常の関わりをしていくことが、その質を高めることに

なっているかというのを、実際そばで見させていただいて感じてまいりました。それに

は、先生方を支える力がとても重要なのですが、本当に子供が当たり前のこの日常の様々

な言動の中で SOSサインを出しながら、教師がそれをしっかり汲み取って、ゆっくりと

手当てをしていくような関わりが、もしかしたら学校本来の教師と生徒の在り方の中に

あったものなのだろうなと思います。 

 子供たちの回復力というのは、そうした日常の学びや、先生や友だちとの関わりの中

で着実に回復していくということも見せていただくと、やはり、この日常の言動からし

っかりとサインを汲み取って対応をしていくということのベースにある、一人一人の子

供が大切で、教員間でそうした細やかな情報共有をしながら育てていこうというような

関係性が、とても大きいのではないかと思っております。 

 最後に、育つ場としての豊かな学校風土は何だろうというところを 6 点挙げさせてい

ただきましたが、今までお話してきたことを少し整理しながら、例えば③の学校の一員

として、自己の義務や役割、権利をしっかり認識して、みんながそこに責任を果たそう

という姿勢を持っているということも、とても重要なことだと思っております。以上で

す。 

○中山座長 どうもありがとうございました。引き続いて長谷委員、お願いいたします。 

○長谷委員 長谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。始めてこの場に立ち

ますので、自己紹介を含めながら少しお話をさせていただきたいと思います。 

 現在は大学で学生を教えておりますが、スタートは東京都で小学校の教員で、担任か

らスタートをしました。その後、教育委員会や研究所を経験し、校長としても務めさせ

ていただきました。その中から、このいじめの問題についていろいろ感じてきたことが

ありますので、そのようなことを少し整理して、本日は話をさせていただこうかと思っ

ています。 

 レジュメがありますが、15分という限られた時間ですので、特に 3番の後半部分を中

心にお話をさせていただこうと思います。これまでの経験から、いじめ防止ということ

に関していえば、やはり一番は早期発見と早期対応、早期指導という、早く見つけて、

早く手を打つということなのですが、これは今、中原先生からもお話がたくさんあった

かと思います。やはり学校という所が、いじめを認知したときに、それにどう関わって

いくか。起きたときの対応です。つまり、起きたことを認知するという、そうした教師

の感性が大変必要になってくるのではないか。少しの変化をも認める、感じ取れる、教

師としての感性。昨日元気だった子が、今日はちょっと元気がないなというようなこと。

これは早期発見に関してなのですが、そういったことの感性を磨くことが必要だろうと

思います。それから、やはり心情に即した対応ということになるかと思います。子供の

心の在り方、心情はどうなのか、そういったものに配慮した取組が必要です。 
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 3番目に組織的な取組ということを書いたのですが、先ほどの千葉県の事情で、中学校

は高いけれども小・高が低いという話があったかと思います。中学校というのはやはり

生徒指導体制からだろうと思うのですが、比較的組織的に動ける体制を持っているよう

な気がします。教科担任ですので、それぞれいろいろな先生が学級に入っているという

こともあるかと思います。 

 小学校というのは、私が経験してきた所ですが、やはり担任の抱込みというのでしょ

うか、担任が 1 人で責任を負っていくようなところがあって、何とか自分でしなくては

いけないと思っているうちに解決できない。そのようなものが先ほどの調査結果にもあ

ったと思うのですが、やはり、組織的な取組は欠かせないところだと思います。そのた

めに、やはり管理職の心遣いといったものが重要になってくると思います。 

 これからは、いじめ防止について言うと、私は短期的に取り組むべきもの、いじめを

見逃さない、いじめをしない、させない、許さないという、そういう短期的に指導をし

ていく。それから、いじめが発生したときに、それにどう対応していくかということも

必要なのですが、本日私が中心的にお話したいのは、もっと長期的に子供たちを育てて

いく必要があるだろうと。中原先生の言葉を借りてしまいますが「風土づくり」という

ことが一番大事な要素として残ってくるのではないか。 

 つまり、長期的に見たときに、いわゆる学級経営というものを重要視していくという

ことが、いじめを防止していく上で、長期的な対応、換言すれば漢方薬のようなと言っ

たらいいのでしょうか、即、子供たちが変わるわけではないけれども、じっくりと子供

の内面を育てていくことが必要なのではないか。そのためにはやはり、学級担任、中高

ですと学級担任プラス教科担任ということになるかと思うのですが。 

 後ろに添付した資料があるのですが、1と 2は文部科学省の問題行動の調査、いわゆる

問行調査と呼ばれるものの平成 23 年版です。まだ平成 24 年版が出てこないのですが、

平成 23年版で見ても、いじめの発見のきっかけは学級担任というのが多いのです。それ

から、いじめられた児童生徒の相談の状況を見ても、やはり担任というのが多い。こう

なってくると、学級担任というのがその学級をどう経営していくか。学級の子供たちと

どう関わっていくか。問題が発生する、しないではなくて、日頃から子供たちのそうい

った風土、いわゆる学級風土を作っていくということが重要な仕事としてあるのだと思

います。いじめ防止の大きな視点として、この中・長期的な取組が必要になってくる。 

 そのためには、1つはやはり人権教育だろうと思います。思いやりと考えてもいいのか

もしれません。人権教育で、やはり自尊です。自分を尊いと思うという自尊と、もう 1

つ大事なのが敬愛です。相手を敬う、愛するということです。この 2 つの心を子供たち

の中にじっくりと、いろいろな教育活動の中で育てていく。自尊と敬愛というものを育

てていく。そういうことが、将来的に言うと、いじめの防止につながっていくのではな

いか。 

 2つ目の所で、これは後半の道徳教育の充実の話になるかと思うのですが、私は道徳教

育でいえば、簡単に言えば、道徳の学習指導要領にのっとった指導が学校で行われてい

れば、ということを思っています。多分これは後で 2 人の先生がお話しされますので、

この辺りにしておきます。 

 3番目の所を少しゆっくりとお話したいのですが、やはり学級担任として、学級の子供
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たち一人一人がいろいろな雰囲気の中で育っていく。風土という言葉なのかもしれませ

んが。そういった学級づくりをするということが、将来的にいじめを防止していく登り

綱になる。いじめがゼロになるのは難しいかもしれませんが、減らしていくことにつな

がっていくのではないか。 

 1つは、一人一人の子供たちが、そういう学級集団の中で存在感を味わっている。一人

一人が、集団の中で自分の役割を持っている。ある意味では大事にされているというこ

ともあるでしょうし、一人一人の子供たちが、その役割、その集団の中で、自分が集団

の中にいて、何か役立っている。集団の中で、私がここにいるということについての意

義がある。そういうことが自覚できるように、子供たちを日頃から育てていく。例えば、

小学校などでよく何とか博士とか、何とか名人とか、一人一人に付けている教員もいま

す。一人一人と必ず 1 日 1 回は声を掛けようと、話をしようというような学級担任もい

ます。やはり、その学級の中で、一人一人の子供たちが生き生きと暮らしていくことが

できる。そういう学級の雰囲気を、まず 1 つ作っておくということが必要なことではな

いかと思います。 

 2つ目は、子供たちが安心とか安定感とかを味わえながら、その学級の中で生活してい

く。やはり小学校での 1 日の大半を学級で暮らしています。その学級が不安定である、

不安な要素があったりすれば、子供たちは生き生きとしては育っていかない。子供たち

が安心して、その集団の中にとっぷりとつかって毎日の生活を送ることができる。学校

に行くとみんなニコニコしている。笑っている。話もゆっくりできる。何をやっても、

失敗しても余り笑われない。そういう安心感とか安定感を、学級の雰囲気の中で作って

いくことが重要な要素だろうと思います。 

 ただ、子供たちが余り安心とか安定ということを味わっているうちは、余り安心や安

定ではないのかもしれません。私たちが健康を考えたときに、健康を意識するのは、逆

に言うと不健康なときです。頭が痛いとか、お腹が痛いなどと体調が悪いときに「ああ、

健康って大事なんだな」と。とすると、この安心とか安定とかというのも、安心だなと

か安定だなと味わっているうちは、余り安心、安定ではないのではないか。やはり、そ

の子供たちが、朝、元気よく「行ってきます」「さようなら」「明日も元気に来よう」、そ

ういうようなライフを、日常的に普通に暮らしていけるような雰囲気を醸しておくとい

う、そういうものが学級担任として必要になってくるだろう。そのために、先生はいろ

いろな子供との関わりをしていくのだろうと。 

 3 つ目が、その学級集団の中で、一人一人が何かやれたときとか、できたときなどに、

みんなで喜んであげる。達成感、成就感、そういったものがその学級集団の中で味わえ

る。例えば 6 年生の最後の夏のプール、もうこれで終わりだというときに、初めてやっ

と 25メートル泳げた。そのときに、みんなが「よくやったね」「頑張ったね」「良かった

ね」と喜んでくれる学級の雰囲気と、「何だ、今頃やっと泳げたのかよ」と言われてしま

う学級と比べたときに、やはり子供たちが生き生きとして、いじめとかそんなことを考

えないで過ごしていけるような集団ができていくのではないか。そういった達成感や成

就感などというものをしっかりと味わえるような集団を作っていく。これが学級担任と

しての役割です。 

 4つ目が、向上心です。一人一人が向上心を持つ。伸びていこう、こういうことができ
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るようになりたい、こんなふうになってみたい。やはり前向きな姿勢を持っているとい

うこと。これが 1 つ重要な雰囲気だろうと思います。一人一人が目標を持つ。私たちは

よく学期の始まりに、この学期はどんなことを頑張るということを書かせてみたり、学

年の始めに、この学年をどんな学年にしたいかということを言ってみたりします。そう

いう何か向上していく意識を子供たちに持たせていく。 

 こうした、存在感とか安心感とか安定感とか、達成感とか成就感とか向上心を持つと

か、そういったものをしっかりと子供たちがその集団の中で味わえるように、学級担任

がその学級を作っていく。中学校ならば、学級担任プラス教科担任です。自分が教科で

教えに行ったときに、そういったものを醸成するということが、私は教員の一番の役割

ではないかと思います。この学級づくりがしっかりと行われているところに、子供たち

一人一人が生き生きと暮らせる学級づくりの中に、長期的に見たときに、いじめの防止

につながっていくということがあるのではないかと、私は思っています。 

 もちろん、いじめが発生したときに、それにどう対応していくかということも大きな

課題があります。これはこれでいろいろな対応、もういろいろなものが出ていますが、

そういったことを大事にしながらも、やはりじっくりと、短期的な対応だけではなくて、

長期的に子供たちを育てていくという視点を持って、学級づくりをしていくことが大事

なのではないかと思います。そのためには、まず学級担任は児童理解、生徒理解が大事

になると思います。同時に、児童生徒同士が理解し合えるような場を作っていく。いわ

ゆる教育活動の中で、いろいろなそういう活動を作りながら、生徒児童双方がお互いに

理解し合えるようなことをしていく。 

 もう 1 つ大事なのは、児童生徒が教師を理解するということだと思います。この先生

はどういう先生なのだろうかと、子供たちが先生のことを理解する、信頼する、そうい

ったものが必要なのです。この Tと Cとの関係が相互にうまくいくということ。基本的

な土壌づくりとして大事な要素になってくるのではないかと思っています。特効薬の話

ではなくて、少し時間のかかることかもしれませんが、私はこれも大事なことだろうと、

これまでの体験の中から考えてきましたので、報告させていただきます。以上です。 

○中山座長 どうもありがとうございました。引き続きまして、いじめ問題について意

見交換をしてまいりたいと思います。まず、河村委員から資料提出がありましたので、

河村委員の御意見を伺いたいと思います。委員の皆様には、事前に資料をお読みになっ

ていただいていると思いますので、恐縮ですが、最大 15分でお願いします。 

○河村委員 早稲田大学の河村です。埼玉で同様の会があったものですから、遅れまし

た。すみません。今、お話を伺っていて、中原先生、長谷先生のお話を伺って、私は全

く同感だと思います。内容はかなりかぶっているので、かい摘んでいきたいと思います。 

 まず、学級集団の問題を長谷先生はたくさんおっしゃってくださいましたが、私もそ

れは全く同感です。そこのところよりも、いじめは集団の閉鎖性をものすごく必要とす

る。特に日本のいじめはです。 

 日本の学級集団は生活集団の部分がかなり強いですから、閉鎖集団になりやすいので

す。ずっと一緒ですから。ここがものすごくポイントだと思います。所属するメンバー

が一定期間固定されている日本の学級集団では、やっぱりフラストレーションが溜まる

と、当然攻撃性が高まってきますので、非建設的な行動が増えてきてしまうということ
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があると思います。 

 私はそこで、学級指導って何を捉えればいいのだろうと。先生方は一生懸命学級経営

されているのですが、捉え方が結構ばらばらなのです。私はそこで一応ルールの確立と、

人間関係の確立度で集団を捉えていったらどうなのかということを17年前から提案して。

大体、学級の状態というのが、ここも多分、長谷先生がおっしゃっていたクラスだと思

うのです。ものすごく承認感が高くて、認め合いがあって、ルールや規律がきちんと整

っている。こういう(PPT 参照)クラスです。 

 あとちょっと気になるのは、先生が規律で管理しているようなクラスがあると思いま

す。こういう(PPT 参照)クラスです。一見静かですが、管理されているようなクラス。

今、私が関わっている、東京で非常に若い先生の中で増えてしまっているのが友達先生

のようなクラスで、「なれ合い型」といわれているクラスです。一見、元気一杯なのです

が、ちょっとトラブルが多くなって、騒がしい。先ほどの管理型は、実は人間関係の形

成が弱いのです。なれ合い型は規律の確立が弱いのです。これが進むと「荒れ始め型」

になってくる、そして崩壊する。 

 ここのところですが、実は私は 2007年に文科省で緊急記者会見をしたときに出ていた

のですが、集団の状態によっていじめの発生率が全然違っていると。先ほど紹介した、「荒

れ始め型」とか「崩壊型」があったとすると、何でそこにデータが入っていないのかと

おっしゃるかもしれませんが、あれだけの崩壊型だった状態のデータを学校はくれませ

んでした。そこのところだけは勘弁してくれということなので、取りあえずこの 3 つに

なっていますが、集団の状態によって明らかに違う。これは(PPT 参照)中学校の事例で

す。 

 結局、何かというと、日本の学校教育の特徴がマイナスになるときというのは、集団

の状態が悪いとき。ここが、いじめの発生は集団の閉鎖性、児童生徒の学級生活の不満

感にものすごく左右されますよと。ここのところにアタックしなければ駄目なのです。

ですから、単発のトピック的、イベント的な対応では駄目だよというのを、長谷先生と

同様だと思います。 

 いじめ問題が発生した学級と学校の問題点と対応の在り方。私は、この深刻ないじめ

問題の事例分析の委員をやっていたのです。残念ながら、千葉県の事例も入っていまし

た。そのような 17事例を分析させていただいて報告書を出したのです。最大公約数とし

て①と②があると思います。まず、当該児童生徒は、学級集団内で悩んでいても、周り

から気づかれない。そして、周りの友達や先生から十分なサポートが得られていない状

況に、一定期間継続して置かれている。17 事例、少なくともサッと追いつめられて、す

ぐ厳しい状況になったことはないのです。一定期間があるのです。その状況の上に更に

本人が強い疎外感・孤独感を抱かせるような出来事があり、追いつめられていく、そし

て死を選ぶ可能性が高まっていく。この流れがありました。 

 これは中原先生と長谷先生とかぶってしまうかもしれませんが、子供たちの援助ニー

ズのことを確認したいのです。筑波大学の石隈先生がよくおっしゃっています。例えば、

いじめの被害を深刻に受けているお子さんは 3 次的援助レベルです。もう個別の特別な

対応が必要です。でも、その 1 歩手前の、何となく悪ふざけされているとか、何となく

嫌だなと思っているお子さんは、2次的援助レベルです。このお子さんたちに早期発見・
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早期対応が必要になってきます。3 次のお子さんは、もう危機介入が必要です。そして、

1次のお子さんたちはそういう問題はないけれども、今のお子さんたちですから、どちら

かというと対人関係の形成にちょっと不安感を持っているのです。 

 子供たちの人権はみんな等しいのですが、援助レベルは 1次、2次、3次という、少な

くともその3段階があると思います。それを的確に押さえるためにどうすればいいのか。

先ほどの 17事例の中で感じたことは、1次援助レベルでは、教員が進める学級経営の中

で、児童生徒相互の親和的な人間関係を積極的に育成しようとする取組が、やはり少な

くなっている。 

 そして、2次レベルでは、人間関係に踏み込んだ児童生徒が感じている困り感を能動的

にアセスメントしようとする取組が弱い。ですから、いじめのほうにこだわらず、児童

生徒の困り感に気付くこと。ここがものすごく大事だと思います。 

 そういう中で 3 次援助ですが、結局、初期対応の不十分さ、深刻な問題と捉えられず

表面的な対応につながっている。ある県の事例ですが、他の問題の対応もあり、いじめ

の問題の対応が十分にできなかったというのです。 

 学校の体制でよく見られる問題点として、児童生徒をサポートする認識は形成されて

いるのですが、取組が教員個々に任されている場合が圧倒的に多いのです。教員間で取

組の差が生じています。あとは教員個々の取組が一つ一つの一貫したシステムになって

いない。ですから、実質的に機能するだけの方法論が不十分。1次、2次、3次レベルで、

誰が何をどのようにどこまでやるのか、これがシステムの中で明確に位置付けられてい

ないのです。 

 それに対して、私はこう思います。熱心に教育実践を行っている教員でも、やはり全

ての児童生徒に対して、児童生徒理解・対応の不十分さが必ず発生してしまうのです。

ですから、校内の教員組織でいくのだと。そのときに、しっかりアセスメントすること

が大事で、その結果を共有するための指標を持っていなければ駄目だろうと。次に具体

的にどう動くか、プログラムとその共有化は求められると思います。 

 まとめとして、お二人の先生と多分重なってしまいますが、いじめ問題は学級集団の

状態・児童生徒たちと関わりの質の影響を大きく受ける。ですから、いじめ対策は学級

集団の体質改善が必要です。全ての児童生徒の日々の学校・学級生活の充実感・満足感

の向上がいじめ行動を抑制する。これもお二人の先生と同じです。 

 2 番、教員の対応として、1 次、2 次、3 次支援が統合された対応が求められると。例

えば、どれか 1 個やっているからといっても、これは駄目なのです。この 3 つが統合さ

れていなければ駄目なのです。継続されている。学校の全教員の連携した組織対応が不

可欠になってきます。大きな問題が発生したら組織対応。これが動けないのです。普段

からやっていないと組織対応はできないです。あと管理職の先生に常々言っているのは、

定期的に時間を取ってください。学年間でやっておいてください。学級担任がやってお

いてください。これは駄目です。時間を取って、一斉に確実にやっていくことが求めら

れるのではないかと思います。かなりかぶってしまったかもしれませんが、私の提案は

以上です。 

○中山座長 どうもありがとうございました。ここまでの委員の意見に対して、事務局

から何か説明や補足事項はありますか。よろしいですか。なければ委員の皆様方から意
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見を頂きたいと思います。このいじめの問題は、先ほどの御指摘にもありましたが、道

徳教育と関係することですから、意見交換については、道徳教育の充実性の意見発表で

なく、お二人の臨時委員の田沼先生、永田先生にも加わっていただきたいと思います。

それでは、時間が限られておりますので、余り長い時間は取れませんが、15 分か 20 分

をめどに皆さんの御意見が何かありましたらどうぞ。まず、御質問は何かありますか、

いかがでしょうか、先生方。 

 私から中原先生に質問させていただきます。スクールカウンセラーというのは、非常

に中間的な役割で、教師とは全然違う対応ができると思うのです。すなわちその受け皿

としてのスクールカウンセラーという点をふまえて、教師とスクールカウンセラーとの

関係について、望ましい関係というのはどういうものでしょうか。 

○中原委員 私はもともと教育相談の研修等を通して、たくさんの先生方とお知り合い

だったということもありまして、学校に入ったときに、常に一緒にやっていくという雰

囲気がありましたので、関係としては、新しい専門スタッフだけれども、皆さんと一緒

にやっていくし、それから、皆さんも、むしろ私がこの場に個々に関わるのではなくて、

先生方が関わっている力を支えていく役を果たしていきたい、というのが私のスタンス

でやってきたのです。それは全てのスクールカウンセラーがそういうことではないと思

いますが、私個人的には学校の中で、まず子供に関わるのは学級担任なり、教員だろう

というのは大事にしていきたいところです。ただ、折り合いの悪いケースの場合には、

離れた形で、それもきちんとサポートしていくというのが、一次的には重要だろうと思

っています。 

○中山座長 どうもありがとうございました。 

○宮田副座長 今回のメンバーの中で、私だけが大学の先生ではないのです。学者では

ないのです。その立場からお話を伺っていますと、やはり、いじめの問題は自然科学で

は解決できません。そう私は思っています。それはある程度はできるのですが、最後は

人間の問題だと私は思っています。自分自身、懇話会に来なさいと言われて、いじめと

いうことを自分自身に突き詰めて考えていかなければいけない。 

 私は子供の頃、富里という成田空港のすぐ近くで生まれて、とにかくすごい田舎です。

子供の頃、周りに昆虫だとか、いろいろな動物がたくさんいました。これが、子供の頃

というのは、みんなすごく残酷なのです。これはインターネットに載るというから、ど

ういうことをしたか言いませんが。これは今聞いたら、とんでもないことを私は子供の

頃やっています。 

 その後、学校に入って私はいじめませんでした。絶対いじめなかった。それは何でい

じめなかったかと、今、自分自身のことを一生懸命考えたのです。これはやっぱり母親

の影響が大きかったのです。女性がいるのに大変申し訳ないのですが、男の子にとって、

ミミズにオシッコを掛けるのはとても面白いことなのです。すごい面白い。ミミズはの

たうち回るしね。子供はすごい残酷なのですよ。それを見ていた母親が「ミミズにオシ

ッコを掛けるとオチンチンが腫れるよ」と言うのですよ。これはよく言われました。そ

ういう、そんな科学的ではないのです。そうですよね。でも、私は母親にそう言われて、

絶対にそれをしなかったのです。ミミズにオシッコは掛けなかったのです。 

 友達をいじめる。何か悪いことをする。そうすると、「きっと誰かが見ていて、後でそ
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の人にやられるよ」と母親は僕に教えるわけです。だから、怖いからやらないのです。

そんなことをすると、友達をいじめると、後で誰かに大きな力を持った人にやられてし

まうのではないかと思うからやらない。 

 私は前回、人間というのは放っておくと野生化すると言いました。それは教育によっ

て、4つの要素があって、軍隊、教育、スポーツ、宗教、この 4つを人間が獲得していく

うちに、だんだん人間らしく、教育というのはとても大事だと私は思うのです。その中

に、やはり今の日本の戦後の教育の中で、一番欠けているのは、Something Great を教

えてないのです。全部理詰めでやろうとする、合理的にやろうとする、それを学問的に

やろうとする。それは無理です。そんなもので、人間が良くなるはずがないと私は思っ

ていて。ごめんなさい。こんなことを言うと、先生方がやっていることを全部否定する

ことになってしまいますから。ある程度はオーケーです。有効なジャンルはありますが、

最後までいくと、やはり人間というのはすごく不思議ですよ。何であんたはこんな損な

ことするの、ということを平気でするではないですか。 

 最近、若い男が若い女性にストーカーをするでしょう。そんなことをして、相手を殺

したら絶対損するのですよ。それをなぜこの人はそういうことをしたか、学問的には説

明できないです。それが人間なのです。私は 10年前に神主になって、神書を見たら非常

によく分かりました。ですから、戦後の教育の中で大きく欠けているのが、そういう宗

教的な、Something Great を想像した教育が一番ないのです。ですから、ルールさえ破

らなければやっていいだろうという考え方で、やってしまうのではないかと。 

 これはうちの母親は、裸おっちゃんが来るよとしょっちゅう言っていました、私に。

裸おっちゃんって分からない。それは何ですか。だけれども、なんか怖いのですよ。だ

から悪いことをしないのです。なんか古くさいかもしれませんが、それによって人が良

くなればいいのではないかと。ごめんなさい。長々としゃべって申し訳ないですが、そ

ういうところに着目していただきたいと思っています。自然科学の学問を否定するつも

りはありませんが、最終的には、人間ということに突き詰めていくのではないかと私は

思います。 

○中山座長 いかがでしょうか。鈴木先生、どうぞ。 

○鈴木委員 大変貴重なお話をありがとうございました。私も本当に学校の中での問題

というのは、ものすごく重いなと感じています。同時に、例えば、中原先生も長谷先生

も言われましたが、子供が地域で居場所があるとか、学校とつながった所で居場所的な

ものがあったり、サポーターがいるということも、もしかすると大切ではないかと思い

ます。地域と学校という視点からいかがでしょうか。教えていただければと思います。 

○長谷委員 最近、地域と学校というのがいろいろな所で一体となって、子供たちを育

てようという動きは、かなり出てきていると思います。特に 20年ぐらい前は開かれた学

校とよく言われましたが、その流れと、もう 1 つは、私はこれは時代的なことかと思い

ますが、団塊の世代がかなり退職してきております。学校が地域のいわゆるお年寄りで

すが、スクールサポーターや、安全見回り何とか隊とか、地域の方々にお手伝いを頂い

て、子供たちの安心・安全を守る。子供たちと関わる。学校へ行って子供たちと一緒に

授業をする、遊ぶと。随分、学校の敷居が低くなってきていると思います。 

 そういった中で、年配者が子供たちと接することによって、いろいろと生活の技術と
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いったものを結構伝えていると同時に、子供たちも地域のおじいちゃん、おばあちゃん

といろいろ会話ができる。自分のおじいちゃん、おばあちゃんではなく、誰かのおじい

ちゃん、おばあちゃんが学校の仕事を少しやってくれている。そういう面では、子供た

ちが地域の居場所というのでしょうか、地域で自分が活躍できる場所とか、存在できる

場所が増えてきているのは事実だと思います。 

 これは子供たちの心の安定につながっていくのだろうと思います。お答えになってい

るか分かりませんが、事例をお話しました。 

○中原委員 私も配置されたのは郡部の学校だったものですから、学校自体が本当に地

域に支えられていて、子供たちはあそこの学校の子ということで、地域の人たちが声を

掛けてくれたり、何かあったらすぐ見守ってくれているなというのが感じられることが

あって初めて、学校は機能していくのだと感じております。 

 もう1つは、東洋大学が今被災地で地域に学習支援の場所を作ろうという取組の中で、

仮設住宅か学校しかない子供たちに、その間に地域で開設された学習スペースがあって、

そこでは簡単なおやつが出たり、地域の人が勉強を見てくれたり、そういう学びの場を

作っているのです。東京から学生もときどき行って支援するのですが、やはり、学校と

家以外の居場所というのは、そこでどんな大きな学びがあるかというのは、やはり大事

にしたいところであるように思います。そこは公的な展開だけではなく、もっと積極的

に取り組んでいけたらいいところではないかと思います。 

○中山座長 ほかに何か御意見、御質問はありますか。 

○宮田委員 今、戦後日本で一番戦前と変わったのは何かというと、要するに地域共同

体がなくなったというのが、日本の社会で一番変わった点だと指摘する人が結構いるの

です。確かに、都市部だと隣の家の家族構成も知らない。そんなことは日本の歴史の中

にはないのです。地域の人たちが、全体がその地域の子供たちを育てていたというのが、

日本の長い歴史です。それが変わってしまったので、今、子供たちの居場所がないので

す。ですから、適応障害を起こして、友達をいじめてしまうということにつながるので

はないかと私は思っています。 

 今、とっても良い御指摘があったかと思いますが、学校の先生をやっている友達が何

人かいるのですが、教えるのが好きなのです。自分だけが教えたいと思っているのです。

それで、ほかの人を入れないのです。私は先生に、いつもアドバイスしていたのが、「あ

んた教えちゃ駄目だよ。あんたはコーディネーターをやりなさい。誰かいろいろな人を

連れてきなさい」。それでなくても、もうこんな豊かな時代になって、何でもある時代に、

子供たちが勉強したいと思うはずがないのです。だって、満ちたりているのですから。

家へ帰ってもテレビはあるし、ご飯はちゃんとあるし、好きな物を食べればいいし。そ

んなときに向上心を起こそうという気持は起こらないです。だから、先輩たちがどう生

きてきたかという生き様、どういう失敗をやったかということを、学校でどんどんしゃ

べらせなさい。そうすると、先生方はすぐ予算がないと言うのです。予算なんて要らな

い。学校側から、1個バッチを作りなさい。そのバッチを学校でしゃべったら 1個あげな

さい。そして、そのバッチが 10個そろったら、その地域の中で名士になれるというシス

テムを作りなさいと提案したのですが、誰もやらない。 

 私は、子供というのは地域全体で、先生だけでやっては駄目です。それは各年齢層、
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おばあちゃんがいても、お父さんがいて、その人たちが全部関わって、子供たちを育て

ていくというのが日本の伝統ですから、戦前まではそうやってやってきたわけで、それ

を取り戻すのが私はいいのではないかという意見を持っています。 

○中山座長 ほかにどうぞ。芳沢先生。 

○芳沢委員 地域の問題で大切だと思っていることは以下のことです。およそ日本全国

200 校ぐらい出前授業をやってきて、私が一番良かったと思っているのが、秋田県の大

仙市西千北地区の中学校です。現在は、ほとんど統廃合になったり、廃校になったりし

ているのですが、そこに行ったときの西千北西中学校の校長先生から、「芳沢先生、ここ

の地域は、地域の子供たちは皆の子供という気持を持って、皆で子育てをしている感じ

です。だから、都会であるような問題がここにはありません」と言われました。私は、

そのことが本当に素晴らしいと思います。何年か前にも「読売新聞」の 1 面で、同じこ

とが取り上げられていました。 

 私がそのことから思うことは、子供だけの問題ではない。大人への教育というのも大

切で、それが結局、その地域の子供達を取り巻く環境を良くする上で大切だということ

です。最近は大人が、いわゆる追い出し部屋のように、心が痛くなるニュースを引き起

こして、子供の問題だけを切り離せるかという気持があります。 

 あとは、今お話をお伺いしていて思うことは、こういったいじめがある、こういった

段階があるという、いろいろな分析もあると思うのですが、深刻ないじめをどう早く発

見するかが大切だということです。いろいろな所で重大な事件が起こる度に、「そういう

いじめがあったとは知らなかった」という記者会見がよくあります。お話にもあったよ

うに、いじめがかなり一定期間続いているという御指摘がありました。その一定期間の

間にどう発見し、深刻ないじめが起こる前にストップする、それは具体的にどうすれば

いいか、そこを専門の委員の先生方にお聞きしたい点です。 

 また中・長期的な取組について長谷先生のお話にあったことは、その通りだと思って、

中・長期的な取組は私も重要だと思います。取りあえず、以上が私の意見です。 

○中山座長 ありがとうございました。簡単に先ほどの御質問に関して御意見がありま

したら、お答え願いたいと思います。 

○中原委員 発見は、本来難しいものではないと私は思っております。それは、子供の

すぐ近くにいる教員が、子供の表情が雲っているとか、ちょっと元気がないとか、あれ、

昨日と今日は違うなとかいう感覚さえ持っていたら、まず、最初の取組はできると思い

ます。 

 ただ、先ほども申しましたように、子供のほうで隠してしまうとか、子供のほうでそ

のことを大人に知らせてはいけないんだという縛りがかかってしまうというところが、

思春期辺りですと難しいものですから、それは本来きちんと表現して、事態を改善して

いくことが重要という教育が一方では必要かと思います。発見自体は、本来は難しいも

のではないと思います。 

○芳沢委員 要するに私が思うことは、「確かにちょっと様子がおかしい」とか、そうい

うものが何かあっても、子供の方は隠す事がとても多いのではないでしょうか。そこの

点を子供が隠さないで言えるような、あるいは大人が発見できるような、その部分が簡

単だと言っている割には、非常に難しいのではないでしょうか。あちこちで重大な深刻
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な事件が起こっているのは事実で、やはり主体は、本当に命を断つことまで追い詰めら

れた子供に置くべきであって、そこができていない学校は全国で多々あると思います。

ですから、そこをもっと真剣に手立てを考えるというか、いじめに遭っている子供の立

場に立った具体的な方法というか、そのようなものを徹底してできないものかという気

持です。 

○中山座長 ありがとうございました。まだまだ議論は尽きないわけですが、第 2 部の

道徳教育の充実のテーマもありますので、いじめの問題というテーマに関しては、ここ

までにさせていただきたいと思います。ここで 10分ほど休憩を取らせていただきたいと

思います。 

                                (休憩) 

 

５ 道徳教育の充実 

○中山座長 まだ時間がありますが、皆さん席に戻られているようですので、再開いた

します。ここからは、道徳教育の現実をテーマとして進めていきます。最初に、事務局

から千葉県の現状と課題について説明をお願いします。 

○教育政策課長 それでは、道徳教育の充実について、資料 5-1「千葉県における道徳教

育に関する取組について」を御覧ください。千葉県教育委員会では、平成 22年に道徳教

育推進の基本的な方針を定め、「『いのち』のつながりと輝き」を主題として、道徳教育

の充実に努めております。具体的な取組としては、道徳教材として小学生、中学生、高

校生用の映像教材、あるいは就学前児童用教材として「チーバクン、ふるさと・ことば

かるた」、高校性の読物教材「明日への扉」などを作成し、各学校に配布しているほか、

平成 22年度に「道徳教育の手引き」として、ただいま御紹介した映像教材活用のための

指導案や指導資料、あるいは道徳教育推進の基本方針の解説を示したものを各学校にお

示ししております。 

 また、今年度から、原則として県立高等学校の第 1 学年に「道徳」を学ぶ時間を導入

しました。道徳を学ぶ時間は年間 35単位時間で、ロングホームルーム、総合的な学習の

時間などを活用する教育課程に位置付けています。さらに、道徳教育の充実推進に当た

り、学識経験者や学校関係者、保護者から幅広い意見を聞くため「千葉県道徳教育懇談

会」を設置しました。そのほか、中学校 5校、県立高等学校 10校の道徳教材活用推進校

による研究、中学校の道徳教育推進教師を代表とした研修会の実施、道徳に関する授業

公開、心の教育推進キャンペーンの実施などを通して、道徳教育の充実に努めておりま

す。 

 続いて、資料 5-2を御覧ください。文部科学省が平成 24年度に行った道徳教育実施状

況調査の結果です。2番の「道徳教育を実施する上での課題」についてですが、適切な教

材の入手、効果的な指導法、指導効果の把握などを課題としている学校の割合が高くな

っております。3番の「どのような教材を使用したか」ですが、「心のノート」とともに、

県や市町村教育委員会の読物資料などが多く使用されています。 

 本県の取組については以上ですが、国においては、教育再生実行概要の第 1 次提言に

基づき、新たな枠組みによる道徳の教科化を初め、道徳教育の抜本的改正のための検討

が進められていると聞いております。こうした国の動向については、参考資料 6 を添付
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しております。第 1 回の懇話会において頂いた道徳教育に関する意見については、資料

6-2に添付しておりますので、後で御覧ください。以上です。 

○中山座長 それでは、臨時委員のお二人から意見を拝聴したいと思います。最初に、

田沼委員から御説明をお願いします。 

○田沼委員 國學院大学の田沼です。私のことを簡単に申しますと、私の教育のスター

トは小学校でした。小学校に勤務した後、高知大学教育学部に転職し、5年前、現在の國

學院大学に教員養成課程ができて、また戻ってきた形になっております。小学校に勤務

していたのは、神奈川県の川崎市でした。道徳教育、道徳授業に私自身関わってきたわ

けですが、道徳の時間が特設されて半世紀たちますが、なかなか問題は解決できていな

いという印象を持っております。今日は、私自身が普段考えていることを問題提起した

いと思っております。 

 最初に、新聞です。これは今月 11日の朝日新聞の夕刊で、道徳教育の充実に関する懇

談会のあった日の報道です。この中で気になったのは、プロローグにも書いたのですが、

「道徳、教科に格上げ」と書いてあるのです。私は大変ショックを受けました。その後

ダブルパンチでショックを受けたのは、翌日の新聞で、朝日新聞以外のものは全部目を

通したのですが、こんな会議の報道数が、取り上げていない所がほとんどでした。これ

が社会一般の道徳教育に対する認識なのかと、そのことに、本当に大変残念な思いをし

ております。いじめ問題は大変重要な問題ですが、その心の中に心のブレーキを育んで

いくのが道徳教育なのだろうと思うのですが、道徳教育の理念と実態と実践との間にか

なり隔たりがあるということを感じております。 

 パワーポイントにまとめなかったので、レジュメを基にしてお話します。1番は、道徳

教育を取り巻く問題把握です。子供の視点、社会全体での道徳的・倫理的視点での現実、

学校における道徳教育の視点といったところから問題提起をしたいと思います。 

 まず、(1)の子供の道徳的日常生活の視点です。何か事があると、「現代の子供たちは」

というフレーズがすぐ浮かんできますが、果たしてそうなのだろうか。私自身は、決し

てそのようなことは思っておりません。むしろ、子供たちの道徳的な日常生活にもう少

し目を配れば、肯定的なものとして捉えられるのではないかと強く感じています。 

 例を申し上げると、最近起こったことでは、大学のそばの駅の駅ビルの所でエレベー

ターに乗ったのです。ちょうど小学校高学年ぐらいの子供がいて、その男の子が最初に

エレベーターに乗っていたのですが、赤ちゃんを連れたお母さんが入ってきたり、少し

遅れて駆け込んできた方がいたりすると、ずっとエレベーターのドアを開けて待ってい

てくれたのです。こんなことは、小学校の高学年ぐらいになると気恥ずかしかったりす

るものだけれども、ちゃんとやっているなという印象を持ちました。2 つ目の例ですが、

この前、北茨木市に行ったのですが、車を走らせていたら、横断歩道を渡る中学生が車

のほうにお辞儀をしておりました。すごいなと、そこでまた感動しました。先日、学会

があって、永田先生と札幌に行ってきたのですが、地下鉄に乗りました。優先席があっ

て、そこに見るからに今風の若者が 2 人やってきて、片方が座りました。そうすると、

もう 1人の立っていた男性が、座っている友達に、「お前には道徳心がないのか」と叫ん

だのです。「そんなの分かってるよ」と言って、座っていた彼が慌てて立ち上がったので

すが、その空いた優先席には、後から乗って来られた御高齢の方が座られました。今の
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子供たちはああだこうだと言いますが、過去は美しく見えるもので、現実は今も昔もそ

んなに変わっていないのではないか、見方が違うだけ、私はそのように思っています。 

 (2)です。社会全体の道徳的・倫理的な視点から捉えるとどうなるのだろうか。①に書

いてあるように、食品表示偽装や不正融資、ブラック企業の横行など、報道は様々なも

のを報じていますが、子供たちの日常で考えると、子供たちが接している大人は大概は

極めて健全な道徳観・倫理観を持った大人たちではないかと。これは皆さんも納得され

ることではないかと思います。ですから、社会全体は悪くなっているけれども、子供た

ちの道徳心が低下しているといった決めつけは、意味がないことなのかなと思っていま

す。 

 (3)です。今、県の教育委員会から説明がありましたが、学校における道徳教育はどう

なのだろうか。「道徳教育実施状況調査」の結果を見ると、全国平均でも、本県において

も道徳授業の実施率は高いと思います。ただ、この数字だけを見て、とても安心できな

い状況なのです。それはなぜかというと、量を問題にするけれども、その質はどうなの

だろうかという点です。その部分が、これから道徳教育を改善していく上で大切な部分

であろうかと思います。 

 平成 20年の中教審の答申の中でも 2点指摘されていた道徳授業の形式化、形骸化と言

ったほうが適切ですね。これは、道徳授業でいうと指導内容と指導教科には関係なくパ

ターン化した、冷めた道徳授業です。私自身も学校現場によく入るので、経験すること

です。これを何時間重ねても、子供たちの心には響かないだろうという印象を持ちます。

2点目は、学年進行による道徳授業への子供たちの受止めの悪化です。これは、日常的道

徳生活との乖離です。子供たちが本気になれない、よそ事の、裃を着た道徳授業、普段

着の道徳授業ではない裃を着たような道徳授業です。先生が発問することに対する答え

を探すような、答えを追い求めるような道徳授業が多いのではないか。こんなことが学

校教育を取り巻く道徳教育の問題点であろうと思います。 

 ですから、新聞記事どおりに言えば格上げ。今、教育課程上は「領域」に位置付けて

いますが、それが教科になったとしても、それで道徳教育の充実が図られるかというと、

決してそんなことはないと思うのです。むしろ、道徳教育の在り方、道徳授業をどのよ

うに作っていくかというコンセンサスの形成が重要になってくるのだろうと思っており

ます。 

 もう 1 つお考えいただきたいのは、戦前の修身科というものがあります。戦後、道徳

教育になったわけですが、戦前と戦後を二項対立的に捉える誤った歴史観がいまだに横

行しているのかなと思います。道徳が教科になったら、子供たちの心の中へ国家が配列

するのかということが言われるわけですが、戦前の修身科も。実は私は大正から昭和初

期の新教育運動の研究をした人がいらして、結構本を出したことがあるのですが、それ

を調べていくと、戦前の修身科も実はうまくいっていなかったのです。理念と実践の部

分が懸け離れていて、大変苦しんだ部分があって、そういうものは結構文献で残ってお

ります。ですから、戦後の道徳教育は力がないとか、そういった思い込みもできません

し、道徳教育をやれば、またかつてのようなことになるのではないかという危惧も不要

なわけです。 

 こんなことをいろいろ考えていくと、今ここで目の前の子供たちに対してどうしてい
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くのか、更にもう一歩進めるならば、未来に開かれた道徳教育をどう作っていくのかと

いったところが、これからの改善の視点になると思います。これが今の現行道徳であろ

うと、教科化された道徳であろうと、同じことであろうと思います。 

 2「道徳教育の充実」ということで考えると、課題は何なのだろうか。内容が多くなっ

ているので簡単に言うと、まず道徳教育の目標と内容の問題です。目標は、学習指導要

領第 1 章総則に大きな目標があって、第 3 章の「道徳」に小学校、中学校では道徳が述

べられていますが、言葉が難しいのです。センテンスが長くて、日本語として適切では

ありません。それは子供たちの等身大の文言で語るべきではないかと。それをやるのは、

学習指導要領を落とした各都道府県の教育委員会といった現場レベルの中でやっていく。

ワンステップ超えた作業が必要なのだと思います。 

 特に内容については、身辺の自立の問題が扱われているのと並列で生命尊重の扱い方、

あるいは敬虔、畏敬の問題が同じように扱われているのですが、これはどう考えても質

が違います。この点を学習指導要領で表すと併記する形になるのですが、それを 10歳レ

ベルではもう少し具体化して考えていかないと、先生方が木で鼻を括ったような道徳教

育をせざるを得なくなってしまうのではないかと思います。 

 また、方法論の問題です。道徳的な価値の自覚と道徳的な実践のところが相互補完的

に行われるような工夫をしないと、幾ら「畳の上の水練」でいろいろ泳ぎ方を教えても、

実際には泳げません。また、仏を作っても魂を入れなければ、それは全く役に立たない

ものになってしまいます。道徳的な理解の部分と実践の部分を相互補完的にやっていく

ような教育も大事な課題であろうと思っております。 

 3点目は、本県でも様々な道徳教材の開発に努められていますが、教材開発の部分では、

ややもすると教えるというところが優先されてしまうと思います。教える部分も大事だ

けれども、子供たち自身が考える、判断する、実践を見通すといった能動的な学びを作

っていくためには、教材はただ感動すればいい、ただ偉人の業績をたたえればいいとい

う単純なものではないので、教材開発の視点を共通理解として進めていくことが、これ

からますます求められるのではないかと思います。教科になったらなおさらだと思いま

す。 

 大きな 3 番目、問題提起というか、このようにするべきではないかという考えです。

(1)は、今、リバイバルで「鉄人 28号」とか「鉄腕アトム」がよく話題になります。鉄人

28 号というのは、若い方は御存じないかもしれませんが、大変威力があるのですが、残

念ながらリモコンで動くのです。リモコンで操作すると、いろいろ良いこともできるの

ですが、リモコンが相手に渡ってしまったらどうなるのだろうか。鉄腕アトムは、背丈

は 135 ㎝ぐらいでこじんまりとしていますが、自分で考えて、判断して行動できるのが

強みです。道徳教育では、どういう子供たちを作っていくのでしょう。鉄人 28号型、枠

にはめたら、規範意識をともかく高めるのだとか、マナーができるような子供たちにす

るのだとか、そういう部分だけ、道徳的な慣習にこだわってしまうと、なかなか自律的

な道徳性は育ってこない。そんなことが大変気になっています。やはり鉄腕アトム型を

目指していかなければいけないと思います。 

 (2)です。「形は生めども心は生まぬ」という言葉がありますが、道徳教育といった場合

にその中身をイメージすると、多様な捉え方があろうかと思います。先ほども言いまし
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たが、道徳的なマナー、エチケット、ルールといった部分での道徳的な習慣に関する部

分。その集団や社会の中で身に付けなければならない道徳的な慣習のレベルの部分。ま

た、本来的に自律的な生活をするための道徳的な価値自覚の部分。そういったことを道

徳教育では並行してやっていかないとうまくいかないわけです。頭でっかちになっても

いけないし、また社会的な適応はできても、自律的に考えられない子供たちでも困るわ

けです。 

 そんなことから、私は価値達磨のことをあちこちでよく話しています。3ページ目に図

が出ています。一番ベースになる部分は、自分自身への肯定的な眼差しとか、先ほども

様々なお話が出ていましたが、それとかぶってくるのです。自分自身の自然性に関わる

部分がしっかりとしていて、その上に道徳的な習慣や慣習が乗って、それがあって初め

て道徳的な価値自覚になる。そういうことは順番にやっていくのではなくて、同時進行

的にやっていかないと、子供たちの自律的な道徳性が育っていかないと思います。 

 もう 1点、「点から面」への道徳教育です。それぞれの学校では、様々な部分で、例え

ば生命の教育をやっていると思います。生命の教育も、自然的な側面と生物学的な側面

があります。社会的、文化的な側面もあります。各教科、各教育活動で様々なことをや

っていますが、それをどこかで束ねていくところがないと、生命に対する自覚を育むと

言っても難しいところがあります。これを教育課程の中で統合するような 1 つの手立て

を講じなければ、船頭多くてという部分があろうかと思います。各教育委員会で副読本

を様々出されます。人権福祉の副読本、憲法の副読本、国際的理解の副読本など、様々

出ていると思います。情報モラルもそうだと思います。その辺りも少し集約して、子供

たちがある程度トータルの形で学べるような手立てが取れないものだろうか。予算的な

裏付けの問題もあるので、すぐは実現しないかもしれませんが、工夫が求められてくる

かと思います。点ではなく、面でなければ、子供たちの心は動かないだろうと思います。 

 道徳教育というのは、特別なことをするのではなくて、日常の学校生活の中で子供た

ちと結び付いた具体的な指導を心掛けていかなければ、幾らこれから半世紀や 1 世紀続

けようと、効果を生むのは難しいのではないかということを危機感として持っておりま

す。時間がなくて尻切れトンボになってしまいましたが、これで終わります。 

○中山座長 それでは、永田委員からお願いします。 

○永田委員 永田と申します。今日は、このような機会を頂いて大変うれしく思ってお

ります。御一緒に勉強できますことを感謝しております。今、東京学芸大学に勤めてお

ります。私は千葉県と同じサッカーの盛んな、ただし今回 J2に落ちたジュビロ磐田のチ

ームのある所、静岡生まれです。東京で小学校の教員をして、都内で教育委員会に勤め

て、その後、文科省と国立教育政策研究所に勤務いたしました。そして、4年半前から今

の職場の勤めております。 

 この後、スクリーンに映る文字はほとんどプリントの中にありますので、どちらかを

見ていただきますが、詳しくはプリントの方に整理しております。お話ししたいことの

タイトルは「道徳教育の充実のために考えたいこと」です。 

 子供たちの心の状況の受け止めが 1 ページの１にありますが、これは皆さん既に共有

している課題意識だと思います。危機的状況という言葉で危機感をあおろうとしている

わけではありませんが、今、社会の変化に私たちが追い付いていけていない。その中の
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大きな 1 つに、これもよく取り上げられますが、①に書いてある結果があります。日本

の子供たちは、特に強い孤独感を味わっていて 15 歳の子供たちで約 30％に上ります。

先進諸国調査の 5年ほど前のものですが、他の殆どの国は 10％をゆうに切っているので

す。なぜ日本の特に 15歳、中学生の終わりの段階の子供たちが、これほどまでに孤独感

を味わっているのか。それは、子供が自分の意見が言えていない。中学生になって、授

業などでだんだん静かになっていくことなどに表れています。例えば、主人公の気持ち

について自分を乗せて語ることはできるのだけれども、「あなた自身はどう考えているの」

と言うと、「言うと格好悪い」とか、「真面目に思われる」とか感じる、そういう文化が

我が国の若い世代の傾向だといえます。 

だから、②にありますように、自己評価も低くなります。これは日本青少年研究所の有

名な調査で、毎回、四カ国の比較調査で行われます。このことについて、日本は謙虚な

国民性だからだと理解しようとする人も多いのですが、価値ある人間だと思う・思わな

いというのは、謙虚さの問題ではないと思うのです。これは高校生を対象とした調査で

すが、これほどまでに子供たちが自分自身に価値を認めていないとなれば、これは大き

な問題だと思うのです。 

 3つ目は、先ほど森田洋司先生のお話が出てきましたが、その森田先生の『いじめとは

何か』という本の中に取り上げられている調査で、いじめなどを見て見ぬふりする傍観

者は年齢とともに増加するというものです。古い調査ですが、③にあるように、日本の

子供は、イギリスやオランダと比べて、小学校の中学年段階から中学校 3 年まで、傍観

者が増え続け仲裁者は減少し続けます。いわば、「駄目だよ」「いけないよ」「やろうよ」

という仲裁の言葉をぼかしていく傾向があるということです。 

 では、どうしたらよいのか。もっと子供の心を呼び覚まさせるための教育が必要です。

子供の心の根っことしての「心の活力」の問題があるからです。これは中教審の答申の

中に道徳教育の課題として挙げられていて、それは、環境の変化、家庭や地域社会の教

育力の低下、体験の減などの中、生命尊重、自尊感情、生活習慣、規範意識、人間関係、

社会参画などと、四文字熟語を並べて表現し、これらの「心の活力」が低下していると

しているのです。つまり、根っこの力と言えばいいでしょうか。これらを育てなければ、

土の上に茎や葉が十分に伸びていきにくいのです。特に社会参画などのボランティア精

神を見ても、特に震災後によく言われてきた言葉ですが、絆という言葉が宙に浮いてい

るほどに実質が伴ってはいないのではないか。 

 例えば、献血者数の推移の調査があります。これは厚生労働省による調査ですが、10

代と 20代だけがその数が落ちてきている。ほかの世代は横ばい、または上がっているの

です。人口比の問題もあるでしょうけれども、高齢社会に向かっていくのに血液が危機

的状況だから、まさに献血ルームも「出血大サービス」をしなければいけない。 

 これは特に都市部で見られる状況です。心の活力というのは、全体的に根っこが弱く

なって、根腐れというだけでなく、根っこが短くなっていると言えるのではないか。実

があり、茎があり、根があるという、このような学力観がよく人間像として立体的に描

かれますが、学力は向上してきている。体力も向上してきている。しかし、内面的な問

題としていじめや暴力などの心の問題はその低下に歯止めが掛かっていないという状況

を、私たちはどう考えたらいいのかということです。 
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 学力形成を包むように人間形成があります。教育基本法でも「人格の完成」が一番最

初に書いてあるわけですから、学校教育は「確かな学力」を「豊かな心」が包む「豊か

な学力」とも言うべきもの、つまり人間関係が含まれた学力を育てるものです。 

 日本は 20年ほど前には世界一の学力を持っていました。それを研究しに来たキャサリ

ン・C・ルイスさんは、本学にも年間 2回ぐらい来てくださっている方で、日本の先生は

よく勉強をすると話されます。Lesson study、つまり授業研究を様々にやっている。こ

んな国はないといいます。それとともに、日本の教育は生活集団が基盤になっていて、

学習集団は必要に応じて使い分けているというのです。例えば、教室で朝の会をやり、

今週の目標を作り、掃除当番をやるというように、生活を学級で一緒に作っていく風土

がもともとあるのです。それが日本の学力を長い間トップクラスにしてきたのだ、とい

うのがキャサリン・C・ルイスさんの分析でした。 

 このような視点に立ってみると、道徳教育を「生き方の選択肢を広げる」教育として、

何が大切かを教える教育というよりも、それ以上に、子供にあなたはどう生きていきた

いのかを考えさせる教育とすべきなのです。教えるより以上に考えさせることを重視す

る。先ほど田沼先生がおっしゃったことと重なると思いますが、そうしなければ、目の

前の道をどう生きていくかを子供が見つけにくい。例えば、「正直に生きる」ことを教え

ようとすると、子供は、「先生はそうしていない」「先生も嘘をたくさんついている」と

感じたりする。私の教えている学生の感想に、「道徳は本当に好きだったのだけれども、

人格的に尊敬できない先生に教えてほしいとは思わない」というものがありました。教

師の考えを教えるというより、子供の考えを組み立てさせることが大切です。 

 道徳の内容は、４つの視点が４色で構成されていますが、図にありますように、縦向

きに「自分自身」、横向きに「自己と他者」、斜めに「集団や社会」、そして原点に「いの

ちや自然」ということで、最低限の自尊感情から、自己発揮・自己実現の伴った自尊感

情というように広がっていく 2 段階でとらえることができます。最低限の自尊感情は、

居場所や所属感、安心感です。不安定な子供には個別指導の中でカウンセリングをする。

しかし、安定した自尊感情をもった子供に「あなたはこのままで大丈夫だよ」と言った

ら縄飛び 50回できた子供は 100回やろうとしないし、友達とも教え合わないし、大縄も

やろうとしない。そうではなく、「もっとやりたい」「もっとできそうだ」などと、心の

芽を伸ばそうとする力を持たせるのが道徳教育です。「心のノート」はそれらの内容を４

色で表現し、構成しています。これは教師が「教える」項目というよりも、子供が「考

える」ための項目です。子供が課題を見つける「鍵」であり、「窓口」と言えるのです。

道徳の内容はそのような視点で作られていることを、私たちは忘れたくない。 

そして、道徳性を子供の心の成長を広がりとして捉えることも大切です。枠組みの発想

ではなく、広がりの発想で捉える。例えば、自尊感情が二分極化していると中教審の答

申に書かれていました。二分極化というのは、引きこもる傾向と立てこもる傾向の二分

極化と言うことができるでしょうか。自分にブレーキがかかってしまう子供と、自分の

考えをアクセルを踏んで真っ直ぐに行こうとする子供の二分極化です。しかし、ここで

大事なのは、子供にハンドルを持たせることです。これが開発的発想です。あなたはハ

ンドルを持ってどんな道を行くのですかと。先ほど「生き方の選択肢」という話をしま

したが、それと重なると思います。豊かに生きていくために、ハンドルをもって自分を
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コントロールする力を育てるのです。 

 規範意識についても、ルール、マナー、モラルをどう考えるかについて、図にありま

すように広がりのある発想で捉えるようにします。この３つの中で、あるときアンケー

トを取ると、ルールを図の一番外側に置く先生が結構いました。それでは、まずルール

としての枠組みを守り、その枠の中で自由にできるということになります。そうではな

くて、ルールは最低限のものとして、図の真ん中に小さく置く。例えば、「ゴミを捨てる

な」と書いてあれば、それは守るべきルールです。また、どこでもゴミを捨てないとい

うのはマナーの問題です。しかし、それを超えて、ゴミが落ちていたら進んで拾うよう

にする。これはモラルだと言えます。このように、生き方を豊かに広げていくという発

想が開発的な発想なのです。 

 千葉県の資料では、いのちの教育への取組が特に大事にされていて、「ふれ合う」「か

かわる」「つながる」「ともに考える」ということが発達段階ごとに構想されています。

このような多様な見方は、図にありますように、対比的に見ていくことで広がります。

そこには、縦につながるいのち、ともに生きるいのち、輝くいのちなどがそれぞれ位置

付く。それぞれの発達段階にこれらの全ての生命観があるのです。そして、全ての生命

観の中で傾斜をかけて考える機会をつくるときに、子供たちはいのちのイメージを膨ら

ませることができます。このように、いのちのイメージが膨らめば、子供は、人をない

がしろにしなくなります。例えば、佐世保の小六女児殺傷事件の後、生命尊重の教育の

指定校が全国に広がりましたが、その際に行われた調査によれば、それらの指定校の調

査では「1度死んだら生き返る」と回答する子供の割合が減っていくことがわかりました。 

もう 1 つは、例えば心臓がドキドキしているのは、心臓の鼓動で酸素をたくさん送って

いるのだという科学的な見方と、心がときめいているという情感を込めた見方ができる

ように、そのような幅広い見方によって、生命観を多彩に広げていくことができる。こ

れも、いわば、広がりの発想で理解することができます。 

 その上に立って、今やっていきたいことは関連的発想を大切にすることです。 

その 1つ目は、生き方を様々な角度から考えるようにすることです。 

道徳の時間と総合的な学習の時間と特別活動の3つは、いずれも教科以外の学習ですが、

学習指導要領には全て「生き方を育む」と書いてあります。千葉県では道徳の時間を高

校１年でもやり始めているので、資料の図に示すトライアングルが生きてきます。特別

活動とロングホームルームと総合的な学習の時間を合わせて、その中から道徳の時間を

生み出しているようですが、それは実に適切な方法だと思います。 

これらの指導は、それぞれに明らかに違う特色があります。これを渾然一体として、区

別がつかない指導にするのではなく、それぞれを別々のアプローチとなるように進めて

いきたいと思います。 

 詳しく述べる時間はありませんが、例えば「一日で 300 万人分の食料が捨てられる」

という報道に接したとします。そのときに、「さあ、現状を調べなければ」という総合的

な学習の時間があり、「何とかしなくてはいけない」と実践的な行為につなげる特別活動

があり、あるいはある人物の事実などをもとに生き方を考えていく道徳の時間がある。

もちろん、これらは明確に区分けできるものではないけれども、それぞれの異なるアプ

ローチをしていくことによって、生き方が深く変わる。それは道徳の時間だけによるも
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のではないのです。 

 そして、家庭や地域とのつながりの問題があります。先ほど Something Greatの話が

ありましたが、それは基本的に地域の中にあり、地域で育つものです。特に地域集団は

地縁・血縁で成り立ちます。ずっと続きます。しかし、学校の先生は長くても 10年たっ

たら別の学校に異動してしまいます。だから、家庭・地域の教育力が育たなければ、間

違いなく道徳教育は浮いてしまいます。しかも、家庭・地域と学校は「パートナー」の

関係です。「サポーター」でもない、「クレーマー」でもない、まして「モンスター」で

もないのです。むしろ、学校より家庭・地域でできる道徳教育のほうが多いのかもしれ

ないという見方をすることが大事です。 

 また、幼児期から高等学校段階までの縦のつながりを大切にすることです。連携の視

点をプリントに幾つかに整理しました。連携は大人同士で進めることで、一方、交流は

主に子供同士がやることです。そのあたりがよく混乱しがちです。また、接続という問

題と連携という問題も混乱しがちです。私たちは、子供たちの交流を促すという教育の

目標の中で、大人たちがその背景で連携し、「小１プロブレム」や「中１ギャップ」の段

差をうまく生かしながら、それが問題にならないようにしていくことが重要です。そし

て、全体として、根っこを生やす土壌が家庭や地域であり、道徳教育の原点になってい

ることを大切にします。 

 次に、道徳の時間について若干触れておきます。先ほど田沼先生が詳しくお話くださ

いました。私自身は道徳の時間は体質改善が必要だと言っていますが、それは、授業改

善にもう一歩カンフル剤を与えるという意味です。今、道徳の教科化が話題になるのは、

この道徳授業の体質改善が重要な根拠の 1つだと思います。先ほど、50年間の中で道徳

の時間が劣化していて、子供だけでなく教師の道徳授業のイメージが良くないとの不安

を申し上げましたが、実際に、私どもの大学の調査によれば、小学校と中学校で道徳の

時間が「好きだった」「ためになった」という回答が、中学校では半減しているのです。

小学校の半分しかないのです。私のところの学生の多くは教員になっていくのですが、

こんなイメージを持って教員になって、どんな授業ができるのだろうと不安になります。

しかも、別の統計によれば、道徳の時間は小学校 6年生で一番嫌いな授業になるのです。

これでは道徳教育の要としてどこまで機能するか大変不安です。 

 資料の 4 ページに、先ほど田沼先生が紹介された「道徳教育の充実に関する懇談会」

の骨子がありますが、道徳授業に関するところを見ると、子供たちの実態や発達段階に

即したより柔軟な指導法、議論・討論をさせたりする授業、そして中学生は現実社会で

顕在化している生命倫理や情報倫理、環境問題など答えのないものをやるようにしよう

と書かれています。とりわけ中学校で小学校と同じようなことをやっていて、主人公の

気持ちを順番に聞いていくような授業ばかりをしていては、間違いなく、中学生が教師

に付き合うだけの授業になってしまいます。もっと答えのないものなど、背伸びをして

考えるような題材を折り込んで、道徳の授業を変えていくようにしたいものです。 

 その授業改善のための幾つかの手掛かりのうちの 1 つ目は、発問を場面の気持ちを問

う発問だけでやるのではなく、子供自身に「あなたはどう考えるのか」ということを問

うようにするのです。例えば、「泣いた赤鬼」を生かす授業は、最後の場面で、「赤鬼は

どんな気持ちで涙を流しているでしょう」というような発問で終わる授業がほとんどで
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す。しかし、「青鬼がしたことは良いことなのか」「青鬼は本当の友達なのか」「この主人

公の 2 人の友情は本当の友情なのだろうか」などと聞く。中学生でも同じ題材が使えま

す。中学生になると絶対に生徒の目が覚めてくるのは「これはいじめの問題である」と

気付くのです。村人が鬼たちをいじめているからこういう問題が起こるわけで、村人の

ことを考えなかったら、解決にならないと感じるのです。子供自身に子供の意見を求め

なければそういうことは出てきません。それを教師がコントロールして、なるべく安全

運転しようとすると同じ発問になる。大切なのは冒険運転をさせることです。 

 そのためには、発達段階によって学びを変えるようにすることが重要です。特に上の

学年段階で子供自身に考えを求めて、答えの見つけにくい問題を考えさせるようにする。

ちなみに、道徳の時間について、教師がよく「答えがないから、何を言ってもいいんだ

よ」といざないます。しかし、学生は言います。「道徳の時間は答えがないと、よく先生

が言っていました。答えがないのに、どうして勉強するんだろうと思いました」と。本

当は答えがないのではないのです。「真剣に考えて、自分の答えを見つけよう」という声

かけをするのです。だから、そこに答えを選ぶ選択肢があるのです。 

 そして、最後は資料によって扱いを変える。特に千葉県で開発する郷土資料などは大

体リアリティのある実際のものです。しかし、寓話や物語は空想のもので、創作です。

実在のものはリアリティを大切にして授業に迫るべきだし、創作は子供自身の考える自

由な意見構築の場にするというように区別します。例えば、『青の洞門』の禅海和尚は実

在の人物です。しかし、菊池寛の作った資料『恩讐の彼方に』の『青の洞門』は、了海

が人を殺したため、仇討ちをしかけられる話なのです。これは授業で使うときには区別

されなくてはいけない。そんな点も授業で混乱をしている風土があるのではないか。 

私はよく「筋肉質の授業を作ろう」と言います。贅肉質から筋肉質の授業にすべきだと。

その点では、千葉県の各地域の授業は、結構面白い試みをやっています。今までも、私

は野田市に行ったり、千葉市に行ったり、様々な施設などにお邪魔してきましたが、ア

ラカルトの授業がよく提案されていて面白いです。だから、是非そのあたりを自信をも

って、前向きに研修の中で生かしていってほしいと感じています。 

 最後に、道徳の教科書や副読本についてですが、副読本が据え置き状態であると、道

徳授業は絶対に充実しません。今回の道徳の教科化の話題の中では、恐らく道徳用副読

本は教科書として無償配布になるだろうと見込まれます。その際、その内容を順番にや

るのではなくて、その一冊から 3 分の 2 ぐらいは取り上げるけれども、あとは地域の資

料、学校資料、自作資料などを入れて、それぞれの特色あるスタンスでやるというよう

な姿勢を持てるような環境をつくることが大切です。そうでないと、先生たちの意欲は

半減すると思います。 

是非、これらの視点を大事にしながら、子供の伸びる力をいざなうための道徳教育に

ついてご一緒に考えていきたいと思います。 

○中山座長 それでは、これまでの委員の意見に対して、事務局から何か補足説明等は

ありますか。なければ、委員の皆様から御意見を頂きたいと思います。まず、先生方の

御発表に対して御質問、御意見がありましたらお願いします。 

○芳沢委員 実は本日、私は『論理的に考え、書く力』という新書を出版して、コア委

員の先生方に先ほどプレゼントさせていただいたのですが、その帯が「答えよりプロセ
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スを」というものです。今お話を聞いていて、道徳までそれがポイントだと教えられた

のですが、道徳もいわゆる正答を探すゲームのようなものに陥っているのではないかと。

そうではなくて、自ら考えてのプロセスが重要だということが、教えられました。 

私自身が受けた小学校（慶應義塾幼稚舎）での道徳の授業は、白い心と黄色い心のど

ちらが大きくなるかという形で、良い心と悪い心の変化を黒板でうまく話しながら説明

してもらったのです。それが自分自身の成長の過程で、とても大きかったということを、

今、思い出しているところです。 

 先ほど、点から面へということが出てきました。私は、「数学を単に数学の世界だけの

縦割でやっては駄目で、社会や理科との関係、あるいは国語と文章題の関係とか、相互

の壁を乗り越えることが求められている」と日頃から訴えています。それと同じことが、

実は道徳教育の点から面のお話にも出てきたと思いました。 

 また、子供たちが手を挙げる話がありました。私自身、小学校低学年から高校生まで

いろいろ出前出張に行って思うことは、小学校低学年生の挙手は「はいはいはいはい」

なのです。中学校になると「……（無言）」、高校になると冷めている。私は大学の自分

の授業では、かなり手を挙げさせています。そういった挙手ができる雰囲気づくりとい

うか、見て見ぬふりをするという問題にも関わると思いますが、そういったことがとて

も大切だと思いました。 

○中山座長 貴重な御意見ありがとうございました。ほかに何か御意見、御質問、御発

言はありますか。 

○宮田副座長 また袋だたきになるようなことを発表をして申し訳ありませんが、他の

世界で生きてきた私からすると、すごく違和感があります。教育は、教育の専門家に任

せては駄目だということがよく分かります。道徳もそうですが、要するに人間を作るも

の、人間を育てるものです。どうもテクニカルに考察して何かしようとするのです。そ

ういう雰囲気が非常に感じられて、お話を伺っていると非常に違和感を感じます。 

 私は神主の勉強をする前だったら、それを言ったかもしれませんが、神主の勉強をし

てよく分かったのは、日本には柔道があります。剣道、合気道、茶道、華道と、全部「道」

が付くのです。どうして「道」が付くのかというと、皆さん御存じだと思いますが、柔

道をすることによって人としての在り方を考えなさいということなのです。あるいは、

茶道をやって人はどう生きるべきかを考えなさいということで、全て人間学なのです。

こんなものがあるのは世界中で日本だけなのです。ほかは全部スポーツなのです。争う

のです。A と B が争って、どちらかが勝つというのが諸外国の考え方で、それをするこ

とによって人としての在り方を考えなさいと言っているのは日本だけなのです。これは

勉強して非常に心を打たれました。 

 ですから、道徳という教科ではなくて、国語も算数も理科も社会も、全ての科目が全

て人として生きるためにどうするかを考えながら勉強すべきものだと、私は思っていま

す。それを、国語という教科があって、テクニカルに専門的にやってしまうと、合理的

で効率にしようとすると、忘れてしまうのです。常に人をどう導くか、人としてどうあ

るべきかを考えるところに戻しながら勉強するのはとても良いのではないかと思ってい

ます。それを日本人はだんだん忘れてしまったので、最近は物事を論理的、合理的に考

えようとするのです。これは、歴史的に見ると日本人はずっとやってこなかったのです。 
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 最近、コンプライアンス(法令遵守)と言います。あんなことをするから、時間外株取引

する者が出てくるのです。書いていないのです。誰かは言いません。ホームページぐら

いしか言いませんが、ルールなんか書かないのです。先ほど田沼先生がおっしゃいまし

たが、モラル、ルール、そういうものを日本人はみんな持っていたのです。それが崩壊

しているということは、日本人としての人間力が、今崩壊しつつあるということで、そ

この部分に着目して、日本人は原則的にこういうことを考えてきたのだということをも

う一度取り戻すべきだと思います。 

 私は『明日への扉』という本を送っていただいて、大急ぎで読みました。私の高校時

代は、こんな本はありませんでした。私の高校時代というのは随分前の話ですが、最近

こういうこともやるのかということで、『高等学校道徳』という読物ではなくて、『高等

学校人間学』という読物なのです。人間をどのように考えるかという読物ではないかと

思って、大変興味深く読ませていただきました。これは非常に大事なことだと思いまし

た。道徳というか、ネーミングは何でもいいですが、全ての科目で人というものに重き

を置いて、人としての在り方に重きを置いて教育を進めていただければと思っておりま

す。非難囂々を覚悟して申し上げました。 

○中山座長 忌憚ない御意見、優弁だと思います。 

○鈴木委員 非常に学びの多い皆様の御意見ありがとうございました。先生方に共通し

ているのは、考える力を育てる。それこそ人の道なのだろうと思います。 

 たまたま先ほど芳沢先生が秋田県のことをおっしゃっていて、私は一昨日、教育庁の

仕事で秋田県に伺っていたのですが、秋田県に行くときにこれを読んでおくようにとい

う指示があったので、持っていって予習をしました。ここが違うかなと思ったのは、秋

田県は「心の教育」を昭和 61年から続けているのですが、1つは非常に体験重視なので

す。生活の体験をきちんとすること、それと問いを発することという概念なのです。先

ほど先生方がおっしゃっていた自分で考えていくというところとつながるかと思います。

また、公の場で自分の考えを言う。 

 もちろん、学力的に全国の学力テストでは高い位置にいますが、その根っこが心の教

育、ここで言う人の道である道徳なのだろうと改めて思いました。ですから、基本は体

験をベースにし、考えていく力を付けていく。自ら問いを発せられるような、公の場で

自分が言えるような道を作っていくことが 1つ成り立つのではないかと感じました。 

○中山座長 ほかに何か御意見はありますか。 

 それでは、私から、第 4 回目に再度、いじめの問題と道徳教育の充実の問題を取り上

げますので、ここでは問題提起をさせていただきます。先ほど宮田副座長がおっしゃっ

た点に関係しますが、2006 年の改正教育基本法の条文を見れば、道徳教育が学校教育の

中核であると書いてあります。もちろん、道徳教育という言葉は出てきませんが、人格

教育という言葉で使われております。教育の目的は、第 1 条として人格の完成を目指す

こと、第 3 条の生涯教育の理念が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ

うにすることだということです。人格教育の大切さをうたっているわけです。 

 学習指導要領を見ると、総則に学校における道徳教育とはどういうものかが書かれて

おり、道徳の時間を「要」として、学校の教育活動全体に通じて行うものであると明示

されています。田沼先生の御指摘にもあったと思いますが、学校経営、学年経営、学級
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経営の要として道徳の時間が機能しているかどうか。また、子供たちの豊かな人間づく

りの要になっているかどうか。そして、学校・家庭・地域連携の要になっているかどう

かを、まず確認しなければ駄目だろうと思うのです。 

 先ほど宮田副座長がおっしゃった、道徳の時間だけではなく日本人の生き方そのもの

が、国語や数学などの科目も含めて道に関係しているのだという御指摘ですが、道徳の

時間は各教科や総合的な学習の時間、特別活動等で行われている道徳教育を補完・深化・

統合するものであると言っているわけです。だから、道徳教育は要として他の教科を補

完するものであるということですから、そうなれば、道徳教育が単体科目としてだけで

はなく、他のいろいろな教科とどういう関連性があるのかをもう 1 回見直さなければ駄

目だろうと思います。 

 先ほど、永田先生からいろいろな具体的な意見が出ましたが、具体的に道徳教育をど

う実行していくのかを考えると、4つぐらい視点があると思います。1つは教科書の問題

です。今の教科書が道徳教育のそのような目的としてうまく作用しているかどうか。要

するに、道徳教育の実質化ということです。今、大学でも学校教育の実質化と言われて

いますが、本当に教育基本法や学習指導要領でうたわれていることが、実際に道徳教育

が行われるかどうか、実質的に行われるかどうかということだと思います。領域と先ほ

どおっしゃいましたが、それは教科の上位概念です。でも、実際に高校の先生と話すと、

学校現場の意識は教科の下位概念です。上位に来ていません。付足しの道徳教育をやっ

ている。それでいいのかどうかということです。 

 2 番目は、指導者の問題です。これは全教員(All teachers)でやるべきではないか。私

は学長なので自戒をこめて申し上げるのですが、校長先生や教頭先生も道徳の時間を担

当するべきだと思うのです。 

 もう 1 つは、大学の教員養成です。これも大きな問題です。道徳教育の科目が 8 単位

ぐらいないと、道徳教育をできる教員が養成できないのではないかと思われます。今は 2

単位です。90 分ですと 15 回の授業で、本当に教員免許を取って道徳教育ができるのか

どうかという問題です。大学での教員養成の問題です。道徳教育を専門にしたコースが

あるかどうかという問題もあります。もし、現教員で道徳教育が確保できない場合は、

先ほど地域のおばあちゃんでもという話がありましたが、道徳教育をサポートする指導

体制があるかどうかということで、先ほどの問題になります。この指導者の問題が第 2

点です。 

 第 3 の問題は、どう評価するかということです。もちろん、道徳教育は点数で評価で

きません。どのように評価するのか。アメリカの Character Educationのほうでは、実

際に道徳教育を自己評価などの視点でとらえ、自分で目標を立てて、自分でポートフォ

リオに記入し評価するようなシステムがありますが、日本の場合はそれはありません。

その学問的基礎は何なのかという議論もありません。 

 もう 1 つは、指導方法だと思います。先ほど先生方から御指摘があったように、いろ

いろな指導方法があるわけです。道徳教育の実効性を客観的に検討していく必要がある

のではないかという感じがします。今までは、道徳教育というと価値観の押しつけで、

ただ反対だとか、政治的イデオロギーの争点として使われていたので、道徳教育の中身

の議論を避けてきた経緯があります。でも、これからの 21世紀は、学問的にも理論的に
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も道徳教育はどうあるべきかといった、本質的な議論をし、うまくやっている所なども

調査をしながら、議論を深めていくべきではないかという感じを持ちました。 

○永田委員 論点をよく整理してくださっていると思います。今、ちょうど道徳の「教

科化」という大きな動きがあるのですが、道徳を教科にすることに反対する人の理由が

大きく 2つあって、1つは評価の問題です。教科書での教え込みも強くなるのではという

不安です。もう 1つは、せっかく道徳教育を全教育活動でやっていて、体験学習など様々

なところで心を育てているのに、道徳の時間の中に道徳教育を押し込めてしまっていい

のか。もったいないのではないか。全教育活動での道徳教育がないがしろにならないか

という不安です。その後者のような意味での積極的な反対意見も結構あるのです。これ

からその性格付けがなされていくと思いますので、その中で千葉県はその一歩先を行く

ような改革を進めていってもらえればと思います。 

 教科書についてですが、今、道徳の冊子は教科書ではなく副読本と呼んでいます。通

常、社会科であれ教科書があって、資料集は副読本と呼ぶのですが、道徳は最初から副

読本と呼んでいますから「格下だ」と言われるのです。だから、メインの主教材が教科

書として位置付くのだという形にしていく必要があります。そして、教科書を使いやす

い実態を作ることが充実のためには重要です。 

 そして、教員免許については、その大学での指導者を育てるのに長くかかるので、大

学の教員養成にしても、充実が難しい。中には、道徳の時間はそんなにきちんとやらな

くてもいいとわざわざ教えている先生もいるのが大学の現状です。そこで、学校現場で

の指導を知っている人たちが参画して進める大学の教職の授業にしていかなくてはいけ

ないと、大学にいる私自身がそう思います。 

 最後に、私が感じているのは、道徳授業については、1つの指導スタイルがあってもい

いのだけれども、それをフレームにするのではなくて、いろいろなスタイルで大人たち

が議論して、切磋琢磨していくことです。子供自身が議論するのが道徳ですから、大人

がそうしなければ、道徳は絶対に萎んでいく。文科省から出された資料の中にもそのよ

うな視点も様々に書いてあるのは大変心強いことだと思います。千葉県はもとより道徳

授業の多様なスタイルのある風土を持っていますので、この問題の一歩先に進んでいっ

てほしいと思います。 

○中山座長 他に御意見はありますか。 

○田沼委員 大変、様々な視点からの御意見を頂きました。私は、道徳理論が教育関係

者以外には異質なのだろうということは分かりますが、ますます道徳の時間に関しては

もう少しシステマティックでいいのかなという気がしております。今、多くの意見が出

たので重ねませんが、学校教育全体で行う道徳教育は当然あると思います。しかし、そ

れは学校教育全体として様々な場面で行う道徳教育をやっていって、子供たちが変容を

するか。様々な感情体験をして心が動いたのちに、子供たちは変わるのだけれども、様々

な教育活動をやって直接的な体験、あるいは追体験なり間接的な体験で心が動きそうに

なったとき、そこで踏みとどまってしまっては駄目だと思うのです。それをどこかでと

どめないために、学校教育の中の道徳教育を構想したいと思います。 

 道徳の時間は要の時間とわざわざ言っているわけですから、そこで子供たちの道徳的

な変様を促すきっかけになる感情体験をした後に、道徳の時間で客観性や普遍性といっ
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たものを付加してあげて、体験の経験化のところまでレベルを引き上げていかないと、

道徳的な価値観形成は無理なのだろうと思います。 

 ただ、その方法は多様でなければいけないだろうし、一番考え直さなければいけない

と思うのは、先生方の中にある思い込みです。私の中にも少しはあるかもしれません。

この教材を使えば、子供たちはこんなふうに反応するはずだ。発問をこんなふうに組み

立てていけば、子供たちの心は動くはずだ。人間の言葉 1 つで本当に人格が変わるでし

ょうか。教育の世界ではそういう思い込みが大概あって、もう少し開かれたものにして、

道徳授業は子供たちの学びを形成していく場であるとすべきです。その学びは、手を伸

ばせばもう少しで届きそうなのだけれども、なかなか届かない。もう少しいかないと自

分自身のもやもやした気持ちを吐瀉できないといった、今一歩背伸びすればという、心

理学ではツァイガルニック効果といいますが、それが引き出せるような道徳の時間、実

効性のある道徳の時間を作っていかないと難しいと思います。 

 先生方を初め、多くの保護者や地域の方々は心情的な道徳を大事にしますが、道徳も

学びなのだと思うのです。社会性を学ぶように、道徳性も学んでいかなければ、いつま

でたっても這い回る道徳教育なのかなと思うのですが、いかがでしょうか。以上です。 

○宮田副座長 先ほど、私は人間としてどう生きるかということを勉強していると言い

ましたが、そのためには日本語を教えてほしいですね。語彙・言葉を知らないと自分の

心を言えないのです。そういうことを教えればちゃんと言えるようになると、そうでは

ない。日本語を小さいときからどんどん教えてほしいのです。そうでないと、心の中で

うーんと言って、言えないのです。ひょっとすると、いじめも言葉を持っていないから

殴るのではないかと思うのです。小さい頃から日本語をしっかり教えてほしい。難しい

言葉をどんどん教えてほしい。いろいろな概念の言葉。これはアナウンサーだからあえ

て申し上げますが、本当に最近の若い人は言葉を知らない。これは困ったもので、言葉

を知らないということは、そのことについて言えないということです。そのように感じ

ましたので、あえて申し上げました。よろしくお願いします。 

○中山座長 ありがとうございました。時間も過ぎておりますので、本日のテーマにつ

いてはここまでにさせていただきます。教育長から何かコメントはありますか。 

○瀧本教育長 コメントではなく、御礼を申し上げたいと思います。我々は、いじめや

道徳の問題については、常にどちらかという個別具体の表面的な事柄に対応するのに追

われておりますが、今日は夜の時間にわたって大変厚い議論を頂きました。大変貴重な

御意見をたくさん頂けたと思っております。 

 先ほど座長からもありましたとおり、第 4 回に向けていじめ及び道徳についての論点

整理に取り組んでおります。本日頂いたたくさんの御意見を参考にして、論点整理に生

かさせていただきたいと思います。ひいては、千葉県の志、千葉は先を行けという厚い

お言葉も頂きましたので、子供たちのためにしっかり生かしていきたいと思います。今

日はありがとうございました。 

 

６ 今後の会議の流れについて 

○中山座長 それでは、今後の会議の流れについて、事務局からお願いします。 

○事務局 資料 7 を御覧ください。今後の会議の進め方ですが、本日のいじめ防止・道
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徳教育の充実に関する意見交換に続いて、次回は学力向上・教育の資質向上をテーマと

して開催を予定しております。意見交換の視点の例として、学力の底上げや思考力・判

断力・表現力の育成、若手教員の育成、研修の充実等を挙げましたが、皆様方から様々

な視点からの御意見を頂戴したいと思います。開催は、12 月 24 日(火)午後 2 時半から、

会場は引き続きポートプラザちばを予定しております。 

 その後、第 4 回において幼児教育・家庭教育に関する意見交換、いじめ防止、道徳教

育について本日の意見交換を踏まえた議論を開催したいと思います。最後の第 5 回は、

学力向上、教育の資質向上、幼児教育・家庭教育についての 2 回目の意見交換と、全体

としての論点整理を予定しております。よろしくお願いいたします。 

○中山座長 ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆様から何か御意見等は

ありますか。よろしいですか。 

 ありがとうございました。本日は、大変貴重な御意見を頂きました。今日頂いた御意

見は論点を整理して、第 4 回懇話会で本日お集まりの委員の皆様に御検討いただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で、本日の議事は全て終了い

たしました。御協力ありがとうございました。事務局にお返しします。 

 

７ 閉 会 

○事務局 委員の皆様、どうもありがとうございました。本日の会議の内容については、

議事録を作成し、千葉県教育委員会のホームページ上で報告をさせていただきます。公

表に際しては、後日、内容の確認をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、これをもちまして、懇話会を終了いたします。本日は、お忙しい中、夜遅

くまでどうもありがとうございました。 


