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第３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１２月２４日(火)午後２時３０分から午後５時３０分 

場所 ホテルポートプラザちば２階「ロイヤル」 

 

１ 開会 

○司会 まもなく定刻となりますが、会議が始まる前に、本日配布させていただいた資料

の確認をさせてただきます。 

 まず、次第、出席者名簿、座席表となっていまして、その下に配布資料の一覧がありま

す。資料 1、資料 2、資料 3-1～3-5、資 4-1～4-4、資料 5、資料 6 となっています。以上

が事務局から御用意させていただきました。なお、その後ろに各委員から御提出いただい

た資料を用意しております。本堂委員、木村委員、鈴木委員、河村委員、芳沢委員からの

資料です。それから、これまでの会議で配布した資料の一部、第 1回の懇話会の資料、「平

成 25 年度全国学力・学習状況調査」のクロス集計の部分、「みんなで取り組む『教育立県

ちば』プラン」を置かせていただいております。 

 以上ですが、資料に不足等がありましたら、お申出いただきたいと思います。 

 なお、資料につきましては、一部を除いて事前に送付させていただいておりますので、

御承知置きください。 

 次に、報道関係の方にお願い申し上げます。本日の写真撮影については、会議開始後 5

分間、おおむね 2時 35分まで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 3 回光り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会を始めさ

せていただきます。 

はじめに、今回臨時委員として御出席いただいております委員を紹介いたします。（株）

ベネッセコーポレーションベネッセ教育総合研究所初等中等教育研究室室長の木村治生委

員です。淑徳大学国際コミュニケーション学部特任教授の本堂純子委員です。本日は 2 名

の臨時委員の方に御出席いただいております。それでは、ここからの進行は中山座長にお

願いいたします。 

○中山座長 皆さん、こんにちは。委員の皆様方には、お忙しいところ御出席いただき、

本当にありがとうございます。前回のテーマは、「いじめの防止」と「道徳教育の充実」と

いうことでございましたが、各委員から専門家としての御意見、あるいは教育実践の経験

に基づく視点などを御提示していただき、非常に中身の充実した懇話会でございました。

また、そのようにして出された皆様の貴重な御意見を積み上げていけば、きっと「教育立

県ちば」としての強いメッセージを発信できるという手応えも併せて感じております。本

日も前回と同様に、実りある懇話会にしたいと思いますので、どうか皆様の御理解と御支

援をお願いしたいと存じます。 
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２ 前回の会議の概要 

○中山座長 では、最初に、前回の会議の概要について、事務局のほうから御説明願いた

いと思います。よろしくお願いします。 

○事務局・石橋課長 教育政策課の石橋です。資料の 1を御覧ください。前回、「第 2回光

り輝く『教育立県ちば』を推進する懇話会」の概要について御説明いたします。 

 第 2回の会議では、「いじめ防止」と「道徳教育の充実」をテーマとして、臨時委員 4名

を加えた、9名の委員の皆様から御意見を頂きました。 

 主な意見としては、「いじめ防止」については、中原委員から、「いじめ防止には『力の

乱用を防止する教育』が必要であり、情動を制御する『力をコントロールする教育』、適切

に他者に援助を求める『自分を守る力を育てる教育』が重要である。」などの御意見を頂き

ました。長谷委員からは、「いじめ対策には、早期発見、早期対応、早期指導が大切である。

また、中長期的取組として、自尊と敬愛の心を育てる人権教育、道徳教育の充実や心豊か

な学級経営や風土づくりが大切である。」との御意見を頂きました。河村委員からは、「い

じめ問題は学級集団の状態の影響が大きく、いじめ対策には学級集団の体質改善が必要で

ある」、また、子供の状態、援助レベルに応じた対応や組織的対応などについて御意見を頂

きました。 

 意見交換におきましては、「いじめは理屈ではなく、最後は人間の問題であり、サムシン

ググレートを教えなければいけない。」、「子供が地域で居場所があるのが大事であり、地域

全体で子供を育てることが必要である。」、「いじめをいかに発見するか、子供がいじめを隠

さずに言えるよう真剣に手だてを考えてほしい」といった意見を頂いたところです。 

 次に「道徳教育の充実」については、田沼委員から、現在の道徳授業の形骸化・パター

ン化などの問題点や、道徳教育は学校で多様に展開されているが、集約してトータルに学

ぶ手だてが求められていることなどについて、御意見を頂きました。永田委員からは、「生

き方の選択肢を広げる教育」として、子供の心の活力を育むことが大切であること、発達

段階に応じた「大きな発問」や多彩な資料、教材の必要性などについて御意見を頂きまし

た。 

 意見交換においては、「道徳の時間だけでなく、全ての科目、場面で人としての生き方を

考えさせることが大切である。」、「秋田県では心の教育として、体験を重視し、公の場で自

分の考えを言える子供を育てている。」、「道徳教育の実行にあたっては、教科書、教員養成

体制、評価、指導方法といった 4 つの視点があり、どうあるべきか議論を深めていくべき

である。」、「道徳は、様々な人が参画し、多様なスタイルで切磋琢磨していくべきである。」、

「道徳は、心が動くレベルから、価値観を形成するレベルに引き上げる実効ある学びとす

るべきである。」、「言葉を知らないと、自分の心を言えない。日本語をしっかり教えてほし

い。」といった意見を頂いたところです。 

 詳細につきましては資料 2の会議録で御確認いただきたいと思います。 

 前回の会議の概要については以上でございます。 

○中山座長 どうもありがとうございました。 

 

３ 学力向上 

○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。本日は、「学
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力向上」と「教員の資質向上」を中心に御意見を頂ければと思います。では、まず初めに

「学力向上」からお願いしたいと思います。学力向上について、事務局から、千葉県の現

状や取組について御説明を頂きたいと思います。お願いします。 

○事務局・石橋課長 資料 3-1 を御覧ください。まず、千葉県教育委員会では、教育振興

基本計画に基づいて平成 23年度から「ちばっ子『学力向上』総合プラン」に取り組んでお

ります。この総合プランは、20 の事業を分類・整理し、5 つのプランにより構成したもの

です。 

 第 1 は、「教師力トップ」チャレンジプランで、「授業力向上」を目指すものです。千葉

県教職員研修体系については、このあとのテーマである「教員の資質向上」のところで改

めて御説明しますが、経験年数に応じた研修をはじめとした各種の研修を通じて、授業力

向上を図っています。そのほかの取組として、「魅力ある授業づくりの達人」を認定し、そ

の授業を公開したり、他の教員の授業支援を行う事業や、豊かな教員経験を有する退職教

員を若手教員育成のために活用する事業などを実施しております。 

 2ページを御覧ください。第 2は、「子供たちの夢・チャレンジ」サポートプランとして、

子供たちの学びを視点とするものです。小学校用に「ちばっ子チャレンジ 100」や「学び

の突破口ガイド」、中学校用に「『ちばのやる気』学習ガイド」など、学習資料や問題の作

成・活用などに取り組んでいます。さらに、今年度は、新規事業として、学習サポーター

派遣事業をスタートさせました。 

 5ページの「学習サポーター派遣事業」ですが、「学習サポーターの役割」に記載のとお

り、放課後等の補習学習、授業中における児童生徒への学習支援、家庭学習教材の作成な

どの支援を行うため、退職教員や教員を志望する大学生などの地域人材を、学習サポータ

ーとして現在、小・中学校 165校に派遣しているところです。 

 3ページに戻ります。第 3として、「確かな学びの礎プラン」として、読書活動充実と家

庭学習環境づくりに取り組んでいます。子供たちによる集団読書や、学校図書館の有効活

用などを通して、読書活動を推進していくとともに、家庭学習の勧めといったウェブサイ

トの活用などにより、家庭学習の促進を図っています。 

 第 4として、「興味ワクワク『体験学習』推進プラン」として、体験学習による学習意欲

向上に取り組んでいます。高等学校の教員が小・中学校等で、理科の実験、社会科のフィ

ールドワークなど、体験的活動の授業を実施したり、高校生が近隣の小・中学校に出向き

授業支援を行う「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業など、様々な体験学習を推進してお

ります。 

 第 5として、「『学力向上』検証プラン」です。「ＰＤＣＡ」の視点から優れた授業や研究

成果を紹介し合う学力向上交流会などを通して、学力向上施策や授業を評価・チェックし、

その改善・普及を図っております。 

 6ページを御覧ください。「児童・生徒の学力向上を目指して」、今年度は、「学力・学習

状況」検証事業を実施しています。これは、県内 15校を検証協力校に指定し、全国学力・

学習状況調査の結果等を基に、それぞれの学校が学力・学習状況の把握、課題分析を行い、

課題解決に向けた取組を行うものです。今後、この検証協力校の取組成果を広めることに

より、県下各学校における学力の向上を図ることとしております。 

 次に、資料 3-2を御覧ください。平成 25年度全国学力・学習状況調査の結果をまとめた
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ものです。1ページに平均正答率、2ページに教科についての傾向と課題を記載しています

が、本県は、小・中学校とも全体的には全国平均と同程度となっています。3 ページ目は

生活習慣や学習環境等をまとめたものですが、宿題や復習など家庭学習について、全国に

比べて若干低い傾向が見られるところです。 

 資料 3-3「平成 25年度全国学力・学習状況調査資料(クロス集計)」を御覧ください。今

回は、自己肯定感情や規範意識と平均正答率との関係を集計しました。結果としては、そ

れぞれかなりの相関関係が見られているという状況にあります。 

 次に、資料 3-4 の土曜授業について御説明させていただきます。現在の本県の土曜授業

の状況ですが、小・中学校においては、野田市において年間 3回、学期に 1回程度という

ことで実施しています。県立高校では 1校において、年間 14回ということで実施している

状況です。 

 最後に、資料 3-5 の少人数教育について申し上げます。現在、本県では、少人数学級に

ついては、小学校 1年生が国の標準で 35人学級編制、その他の学年については、小学校 2

年及び中学校 1年が 35人学級編制、その他の学年は 38人学級編制を、それぞれ選択によ

り可能としています。このほか、2 ページにあるように、複数の教員により少人数のグル

ープに分けて指導したり、チームティーチングを行う少人数指導を行っています。本県の

学力向上に係る取組及び現状については、以上でございます。 

○中山座長 どうもありがとうございました。学力向上については、臨時委員として御出

席いただいている本堂委員と木村委員から、御意見を順次伺っていきたいと思います。恐

縮ですが、15分程度でお願いします。それでは、本堂委員から、よろしくお願いします。 

○本堂委員 私は、大学生活 4 年間を幕張で下宿して過ごしましたので、千葉とは浅から

ぬ縁を感じています。ここで、教育改革の臨時委員として御指名いただきまして、大変光

栄に存じていますし、また、私のこれまで考えてきたことや実践が、何らかの形で千葉の

教育にお役に立つことができれば、とてもうれしく思います。 

 私のレジュメを御覧いただきたいと思います。私は、大学を卒業してから、東京都でず

っと教員をしてまいりました。最後は世田谷の校長で退職しまして、その後、現在の淑徳

大学で教鞭をとっております。 

 私がいつも原点にしていることは、実は、ヘレン・ケラーとサリバンの関係なのです。

「奇跡の人」という映画があります。「奇跡の人」は、三重苦を開いて社会に貢献していっ

たヘレン・ケラーのことかと普通は思うのですが、実は、あの三重の障害を持ったヘレン

を開いていったサリバンを指すのです。 

 普通は諦めてしまいます。三重苦の子供をどうやって教育していったらいいのだろうか。

家庭教師もたくさん辞めていきました。でも、そこに書いてありますように、サリバンは

実践的指導力があった。実践的指導力とは何かというと、教育愛と理論に支えられたスキ

ルの探究です。何とかこの子に将来自力で生きていくだけの力を付けてあげたい。そうい

う教育愛と使命感が原動力になっている。 

 では、三重苦のヘレンにどういう手だてを講じたら、この子は自らを開いていくことが

できるのだろうか。そういうことで悪戦苦闘するわけです。あの「奇跡の人」の映画にそ

の状況がよく出ていますし、サリバンの著書である『ヘレンはこうして教育された』、それ

から、ヘレン・ケラーの自伝も併せて対比的に読んでみますと、その辺りの 2 人の思い、
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心情が、よく出てまいります。私はいつでもこの 2 人の関係を教育の原点に置いてまいり

ましたし、今もそうなのです。 

 さて、そういう目で私が今教えている学生の実態を見てみますと、今、文科省から出さ

れた教職実践演習が義務付けられました。各学校に 1年生から実践演習に 2週間ずつ出て

いくのですが、その際に、申請書を書かせます。その申請書には、行った先でどういうこ

とを具体的に学んできたいのかという目標を書かせます。それから、次に、自分の PRです。 

 心配なので、「下書き段階で私のところに持っていらっしゃい」と言います。持ってきた

下書きを見ますと、愕然とします。まず、跳ね、払い、止めが、できていないのです。な

ぜこんなにできないのだろうかと思いました。下書きですから、ほとんどシャープペンシ

ルで書いているのですが、学生の鉛筆の持ち方が正しくできていないのです。授業中も注

意深く見ていますと、そこができていない。「正しく鉛筆を持ってごらん。あなた方は教員

を目指しているんでしょう。そんな持ち方で子供にどう指導していくの」と言います。そ

うすると、「正しい持ち方って、どうやるんですか」と言うのです。これには、また愕然と

してしまうのです。 

 ということは、小学校教育で、一番先に平仮名指導をするのは 1年生ですが、この 1年

生段階で、しっかりと定着させていないということが言えると思います。大学生ですから、

いろいろな所から集まってきています。小学校教育はどうなっているのかな。低学年でで

きないことを、中学年では、恐らく鉛筆の持ち方など真剣に振り返ってやらないと思いま

す。高学年ならなおさらかもしれません。中学・高校は、なおさらです。大学に来て、私

が指導しているのです。しかも、教員になりたいという学生をです。これが現状です。で

すから、基礎・基本の確実な習得ということが、確かな学力の冒頭に来ますよね。確実な

習得を、この辺りからしっかり見直してほしいと思うのです。本当に小学校で取り組んで

いるのかなということを、日頃から感じております。 

 次に、基礎・基本の確実な習得では、体験を通すということが大事です。ただ単に知識

として覚えるというのでは、応用、活用ができない。体験を通すからこそ、五感を通して

学ぶ。五感の中でも、触覚・触れるという感覚、味覚・味わうという感覚、嗅覚という匂

いの感覚は、原体験になるのです。長期記憶として残るのです。長期記憶として記憶の引

き出しに残るからこそ、あとで問題解決するときに応用、活用していける力になるわけで

す。聞いたことは忘れ、見たことは覚え、したことは身に付くという、その「したこと」

の中に、五感覚が入ります。だから体験学習というのは重視されなければいけないという

ことなのだと、私は考えます。 

 次に、思考力・判断力・表現力です。これは、問題解決の過程で養われるものです。先

ほどの基礎的・基本的な確実な習得された知識、それから経験を駆使して、目の前の問題

を解決していく。その過程で判断力・思考力・表現力というものが養われる。やはり体験

と、ずっと結び付いていくわけです。そうすると、1 番の基礎的・基本的な知識や技能の

確実な習得という辺りが、思考力・判断力・表現力を着実に培っていく土台になっている

ということが分かるわけです。 

 よく授業を見て首を傾げるのは、教師が課題を与えることです。「今日はこれが課題です」

と、紙に書いたものをパッと黒板に貼る。これでは真の意味で問題解決能力が付かないわ

けです。初めに大事なのは、「あれっ」とか「すごい」とかという驚きであったり、疑問で
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あったり、感動なのです。学習の初めには、そういった出会いがあるような授業を構成し

ていく。単元の初めも、そういった構成に気をつけていく。そういうことが、確かな学力

を培う上で大事だろうと思います。 

 さて、それでは、それらを全部支える心棒になっているものは何だろうか。実は、私は、

これまでの会議の議事録を読ませていただき、「学習規律」というようなことをデータから

導き出しているな、ということに気が付きました。正に、そのとおりだと思います。 

 また大学生の実態から入りますが、机の上にオーバーコートを置いておく、かばんを置

いておく、飲物を置いておく、そういう学生が大変目立っています。私は、初めの礼と終

わりの礼は必ずさせますし、出席も、フルネームで、「はい」という返事を明瞭にさせて、

返事が小さいと「もう一度」と言います。常に、この人たちは果たして教師として十分な

資質、能力を身に付けているのか、これからどういう方向へ育てていったらいいのかと、

その原点から考えますので、「机上整理」ということを言うのです。そうすると、もそもそ、

もそもそ机上整理を始めるのです。 

 これと同じように、小学校のどの学年、どの学級でも、「学習規律」が必要なのです。ま

ずは机の上に筆箱、教科書、ノートが整然と置かれて、読みやすいように、書きやすいよ

うになっているだろうか。机の中はきちんと整理整頓されているのだろうか。教室の掲示

物は、子どもたちの学習環境に適した掲示物になっているのか。そういったところに気配

りをしていかなければ、確かな学力を育成する教室環境にはなっていかないだろうと考え

ています。 

 教師のほうで規律を教え込むことは子供たちの自由を束縛することになると、はき違え

ている教師もいるような気がします。そうではないですね。もう一度、ヘレン・ケラーと

サリバンの教育の実践の様子を振り返ってみますと、まず、ヘレンは野生化していました。

私が前に議事録を見させていただいたときに、どなたかが、子供たちが野生化している、

これを矯正していく必要があるのだ、とおっしゃっていたような気がします。放っておく

と野生化してしまうわけです。 

 ヘレンは、両親から、不憫だ、不憫だと思われて、何もしつけられていない状況で、食

事のときも、フォークもスプーンも使わず、テーブルを徘徊しながら、誰かれのものとな

く、お皿に手を突っ込んでは手づかみで食べている。そのヘレンの野生化した状態を見て、

「これは何とかしなければ、この子は将来、自立して社会の中で生きていけない」という

使命感を持ったのが、サリバンです。半日かけて、スプーンで食べ物を口に運ぶというこ

とをトレーニングしました。それから、ナプキンをたたむということもトレーニングしま

した。そういう状況の中で、最初はとても骨が折れましたが、最終的に、ヘレンは、野生

化から人間としてしつけられながら、暗闇の中から光を見いだして、自らを開く力を身に

付けていったわけなのです。 

 さて、千葉の「学力向上」に関わる課題から、私が校長のときに実践してきて大変効果

があった取組について 1 つ紹介させていただきたいと思います。理論を幾ら積み重ねたと

ころで、現場で具体的にどう実践していくことができるかということが鍵になると思うの

です。私は、保護者の力を導入しました。学校だけでは、どうしても無理なのです。なぜ

かというと、上位の子供から中位、下位の子供まで、やはり学力差があるわけです。その

学力差を、どうしても教員だけでは埋められないのです。ですから、これに何とか手を貸
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してほしいということで、保護者に呼び掛けて、プロジェクトを作りました。学習支援プ

ロジェクト、それから、労作支援プロジェクト。野菜作りです。食育も兼ねています。そ

れから、読書支援プロジェクト。読書支援活動は、語彙を豊かにして、言語力を高めてい

く、イメージする力も高めていくという意図があります。3 プロジェクトで総合的に人を

育てていくという取組なのですが、ここでは、学力向上に関わる課題ですから、学習支援

プロジェクトに絞って、ちょっと説明させていただきます。少しここで時間を割くかもし

れません。 

 学習支援プロジェクトの課題というのは、子供のやる気を喚起して、学習習慣を身に付

けさせることです。何を通してか。学校独自の漢字検定を通してです。これは学校独自の

ものです。問題を教師が作り、保護者が採点をする。もちろん、解答も丁寧に教師が作り

ます。跳ね、払い、止めも全部です。それを見て、保護者が採点するのです。運営は、保

護者と教員が一緒にやります。プラン(P)・実施(D)・評価(C)・改善(A)、これを全部一緒

にやるのです。保護者は学校から出されたものを下請としてやるということではなく、一

緒にやるということが特色です。 

 この漢字検定に取り組んで、学力が 3 年間でどう変わっていったか。いわゆる漢字力で

すね。映像でお見せしようと思ったのですが、ちょっとぼやけてしまうようですので、お

手元の資料を御覧ください。棒グラフです。 

 平成 18年度、平成 19年度、平成 20年度と、3年間にわたってデータをとってみました。

いろいろデータをとったのです。朝御飯をきちんと食べているか。それから、学校がある

日の前の日に寝る時刻はどうだろうか。家庭学習の時間はどうか。次の日の学習の用意は

ちゃんとやっているのか。挨拶はちゃんとできているか。話を聞く姿勢はちゃんとできて

いるだろうか。学校での様子を家庭で話をしているか。いろいろ調査をしました。千葉県

でも同じような内容でデータをとっていらっしゃるようですが。 

 さて、一番最後と、それから最後から 2 番目です。一番最後が計算能力の習熟度の変化

で、全体の伸び率がそこに示してあります。年々伸びていることが分かります。初年度の

18年度の実態調査から比べると、90％以上が増えて、60％以下の得点の子供が、大変減っ

てきています。 

 さて、今度は漢字にいきたいと思います。これが、素晴らしい伸び率を見せております。

18年度は、60％以下が全体で 45％程度、半分近くいたわけです。平成 19年になりますと、

約 12％に減りました。その分、下の 60％、90％、あるいは 90％以上が、ずんずんと伸び

てきています。そして、平成 20年には、60％以下は約 1割になりました。そのかわりに、

90％以上をとる子供が 65％です。90％以上の得点をする子供が、20％ずつ年々増えていっ

たわけです。これは 1つの効果として、みんな喜び合いました。 

 それでは、漢字検定というのは一体どんなものだったのだろうかということで、15分を

超えますが、映像で紹介していきます。子供たちが漢字検定に来るところからです。 

                                   (ＤＶＤ映像開始) 

○本堂 受けたい子供たちは、登校するとすぐ検定会場へ行くのです。 

 これが漢字検定の会場です。視聴覚室の何もない所を使っています。 

 お母さんたちが朝来て、会場準備をしています。 

 これは受付風景です。 
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 これは、座席表のカードです。これを受け取って席に着くのです。 

 このラックに、漢字の問題が、Aパターン、Bパターン、Cパターンと、3パターン用意

されています。100 点とらないと合格しないので、95 点でももう一度やり直し。そうする

と、次にもらうのが B パターンの問題で、同じ問題はやりません。この問題を教師が作っ

ています。 

 これは、名人級の問題です。例えば 1年生だと 60級から 50級までしか受けられません

ので、次に新しい漢字を習うまで足踏みしています。その間に、これをやるのです。自由

に選んでやっていきます。 

 これは、待っている子供たちです。 

 終わりました。終わったあと、お母さん方が、級ごとに籠に入ったものを採点します。 

 今、採点しているところです。 

 この子は 100点とっています。字がとてもきれいですね。80点とっている子。70点とっ

ている子。 

 これは掲示物です。子供が作ったわけです。漢字検定の会場の掲示物です。 

 最後に、学習プロジェクトのお母さんがコメントしています。 

（ＤＶＤ音声） 

(ＤＶＤ映像終了) 

○本堂委員 もう時間をオーバーしましたので、ここで一旦終わらせていただきます。 

○中山座長 どうもありがとうございました。続いて、木村委員、お願いします。 

○木村委員 御紹介いただきました、ベネッセ教育総合研究所の木村です。よろしくお願

いいたします。既に、先ほどいろいろな取組の説明があったように、既にいろいろとたく

さんのことを取り組まれていることを知りまして、努力されている様子に敬服する思いで

聞いておりました。私からは、日頃、保護者や子供、それから学校の先生方を調査・研究

したり、教材づくり、進研ゼミという教材を弊社では出しているのですが、そういったも

のの教材づくりの支援をしているというような立場から、学力向上について何点かお話を

させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 資料の 2ページ目に、まず「『学力』をどう捉えるか？」を書かせていただいております。

これも言わずもがななのかなと思いますが、現在、教科ないしは領域の知識、技能にとど

まらず、それら横断で求められる汎用的な能力がかなり重視されるようになっているかと

思います。我々ベネッセは、どちらかというと、教科の知識、技能をこれまで伸ばすこと

を中心に考えてきましたが、ここに書かれているような子供たちの置かれている状況、こ

れから起こり得る様々な社会課題に対して、生活者、社会人としての自律、それから、生

涯学び続ける力、こういった力を子供たちに伸ばしていってもらいたい、こういったこと

から、幅広く学力そのものを捉える必要があるだろうと思っております。そうした最終ゴ

ールと考えた上で、学力向上に取り組みたいと。短期的に、学力テストの結果がどうだっ

たからというのではなく、学力テストの結果はその最終ゴールへ至る道筋の途中であると

いう捉え方もすごく大事かなと思っております。 

 3ページ目ですが、「学力向上に必要なこと」ということで、いろいろあると思うのです

が、わりと単純化して、学力向上には学習の量と学習の質の両方が大切であるという観点

からお話をさせていただければと思います。 



9 

 

 まず、「学習の量」については、先ほどのクロス分析の資料にもありましたとおり、学習

時間と学力には相関があるというのは、これはかなり明解な事実です。それに加えて、効

果的な学習方法の習得を考えていかなければならないのかなと思っております。後ほど詳

しく述べますが、その中で自己調整学習、自分で自律的に勉強する子を育てるにはどうし

たらいいか、といったことをお話したいと思っております。 

 それでは、まず学習量の問題についてお話を進めたいと思います。5 ページに、頂いた

資料の中から、千葉の子供たちの学習量がどうなっているのかということで、頂いた資料

を転載させていただきました。これを拝見すると、先ほども説明がありましたが、千葉の

子供たちは小・中学生ともかなり全国の数値に近い状況なのかなと思います。ただ、多少

気になるのは、小学生で中間層というか、1 時間以上と言っている真ん中の子供たちが全

国平均と比べてやや低い傾向があるのかなといったようなことや、中学生に関しては、長

時間の子供が若干少ない傾向にあるのかなというところです。これには秋田のデータも載

っていたので拝見したのですが、秋田は上位も少なければ下位も少ないと、わりと中間層

が多いというのが非常に特徴なのかなと感じます。学習量は増やしたいが、課題としては

中間層の辺りをどう増やすかといったところに、千葉の課題があるのかなと拝見しました。 

 6 ページにまいります。学習時間を増やしたいということなのですが、例えば宿題を増

やすとか、もっと勉強しなさいと働きかけても、なかなか思うように子供たちの時間を伸

ばすことができないのが実態なのかなと思っております。そのとき、生活をトータルで捉

える必要があるだろうと我々は考えています。6 ページの図は、生活時間の面積図なので

すが、まず図の見方から説明しますと、横軸の左側が午前 4時から翌日の 4時までを表し

ています。この 24時間の中で、どういうことに時間を使ったのかを平均値で示したもので

す。縦が、その活動を行ったかどうかを 100％で示しています。当然、4 時から大体 6、7

時ぐらいまでは睡眠があり、6時ぐらいから生活の時間、そして移動の時間、学校の時間、

これは中学生のデータなので部活の時間といったように、子供たちの生活時間の様子が表

れてきているわけですが、これを成績上位と下位に分けて示したものが、この図になりま

す。上と下を見比べていただくと何が違うかを御覧いただけるといいかなと思います。基

本的な生活の形はほぼ一緒なのですが、一番違うのはメディアの時間と学習の時間の形に

なります。この形が、かなり上位の子供と下位の子供たちで違うといったようなことが分

かります。それから、もう 1 つ、これは上位も下位も問わずなのですが、子供たちが使え

る時間のことを「可処分時間」と呼んでいるのですが、可処分時間は少ないというのが、

もう 1つ捉えるポイントかなと思っております。 

 7 ページを御覧ください。これは、今の図を表に直したものですが、御覧いただくとお

り上位と下位の差が一番大きいのは、学習の所とメディアの所で、行って来いの関係で、

ここが逆相関の関係にあります。それから、もう 1 つ、この学習の時間を成績上位の子が

どう生み出しているのかを細かく分析すると、早朝や部活のあとから夕食までの隙間時間

といったところを有効に活用していることが分かります。よくある誤解に、勉強する子は

睡眠時間を削っているのだよねとか、夜遅く寝ることの理由が勉強することであることに

ついて保護者は余りうるさく言わないというような話はありますが、この傾向を見ると、

睡眠時間を削ってまで上位の子供が勉強しているわけではないということで、基本的な生

活リズムも大切だということを押さえておきたいと思います。 
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 8ページですが、「生活の変化によって時間の使い方も変わる」と。単純に言うと、上の

学年に行けば行くほど、可処分時間が短かくなる。結果的に、睡眠時間が短かくなってい

く傾向があります。部活等での参加で、小学生と中学生の時間は相当違いますし、高校生

になると通学時間が長くなったりします。こうした可処分時間の短かさは、時間のやりく

りがより重要になってくることを意味します。時間をいかに有効に活用するかという、生

活トータルをコントロールする中で、学習を位置付けることが非常に重要なのかなと思っ

ております。可処分時間をいかに学習に使ってもらうかは、我々民間の教育会社も可処分

所得をどのように家庭から転用してもらうかというのもあるのですが、子供たちの時間の

使い方という観点で考えるのも、非常に重要なのかなと思っています。 

 次に、「学習の質」の問題について、何点か述べさせていただきたいと思います。まず

10ページは、これも頂いたデータから全国学力テストの結果から、自分で計画を立てた家

庭学習をしているかどうかの数値になります。これも先ほどと同様に、小・中学生ともか

なり全国の数値に近いのかなと思っております。ただ、小学生で 6割弱、中学生は 4割強

しか、計画的に勉強「している」という回答が、それだけしかいないということになりま

す。これを見ると、全国平均とは近いということではありますが、多くの子供が、やはり

目標を定め、学習し、評価して、きちんと学習の PDCAのサイクルを回すことが十分ではな

いのかなということが伺えます。 

 11 ページは、「間違いのやり直し」のデータになります。これも同様に、全国の平均と

かなり近いのですが、「している」という割合が少なくなっています。ここも、多くの子供

が、振り返りの習慣や間違いから学ぶことができていないのかなと思います。 

 更に 12ページ、ここが結構課題ではないかと感じたのですが、千葉の先生方のデータで、

「家庭での学習方法を教えたか」。どのように勉強したらいいのかということを教えたかど

うかが、数値として出ているものがあります。「よく行った」という回答を見ると、全国平

均からかなり低い傾向が見てとれます。秋田がかなり高いのも同時に分かるのですが、小

学校で 1.5割、中学校で 2割「行っていない」という回答があるのも気になります。もし

かしたら、「学習方法」についての指導が少ないのかなということを、このデータからは感

じます。 

 13 ページを御覧ください。学校の先生方と我々は、教材づくりや、『VIEW21』という小

学校の先生向けの媒体を発行しておりまして、その取材活動の中で、先生方の声として非

常によく挙がってくるのが、自分で勉強できる子、自律的に学習できる子が減っているの

ではないかという実感を話す先生です。例えば 13 ページに示したように、「考えようとし

ない」、問題を解いたら解きっぱなし、答え合わせの時、書き写すだけで終わってしまって、

時間の余裕がない子、それから、本当は自分で試行錯誤しながら工夫するのが大事で、言

われたことだけやるのでは駄目なのですが、他力本願で、先生に頼るみたいな、こういう

学習方法、能力や学力として定着するための学習方法が身に付いていない子が、もしかし

たら増えているのではないかということを感じます。 

 14ページですが、同時に先生方や保護者、周りの大人がこんな働きかけをしていないか

ですが、例えば「努力至上主義」、勉強できるかどうかは、努力するかどうかに掛かってい

るといったようなことを、本当はより苦を減らしながらやるのも学習方略としてとても大

事なのですが、そういう努力至上主義や、「テスト・成績による動機付け」。これは、最近、



11 

 

塾などでも増えているという話をよく聞くのですが、「ここがテストに出るからここだけ覚

えておけばいいよ」みたいな学習の指導ですね。本当は、前後の文脈の中でその事柄を覚

えることが記憶の定着には非常に重要なのですが、子供たちの学習意欲が低下しているこ

とが背景にあるのかと思うのですが、そういう動機付けをしたり、「結果重視」の働きかけ、

これは結果が出なくなったときに行き詰まるといったようなことが起こったりします。 

 それから、最後に「無関心・放任と過度のかかわり」と書きましたが、本当は発達段階

によって適切な関わりの中で学習方略や学習観を育てていくことがとても大切なのですが、

保護者も先生もある一定の関わり方で関わってしまうことが、特に保護者はあるのかなと

感じています。 

 そのようなことを踏まえて、今我々が自律的な子供を育てるためにということで、15ペ

ージ、「自律的な学習のモデル」を検討していて、こういう学習を回す子供に育てられない

かということを考えています。これは、主に認知心理学や学習心理学の知見を援用して、

我々の中でも検討しながら考えているものですが、この中心に学習者がいます。学習者は、

様々な学習行動に能動的に関わりながら学習を回していく。自分で「動機付け」、やる気を

高め、適切な「方略」、方法を用い、その方法が適切なのかどうかや、計画的に進行してい

るのかどうかをモニタリング、これは「メタ認知」と呼んでいますが、メタ認知を働かせ

ながら回し、成果を出してそれを評価していく。その評価をアセスメントして、再びその

学習につなげていくという、こういう回路を回せる子に育てられないかと思っております。

当然、発達段階でできること、できないことがあります。動機付けの中でも、内発的な動

機付け、同一化的動機付けと、いろいろ書きました。学習理論では、内発的な動機付けが

大事だよということが出てきますが、全ての子供が、ないしは学年段階によって全ての子

供たちが、そのこと自体が面白いという動機だけで勉強できるわけではないので、例えば

自分がこうなりたい、こうすべきといったような同一化的な動機付けや、他者の期待、親

が喜んでいるとか。低学年の子供はこういう動機付けも非常に重要なのですが、そういう

動機付けや、ときには御褒美、我々の教材の中でも努力賞というのがありますが、そうい

う様々な動機付けをうまく使いながら、情意面での学習方略。情意面での学習方略という

のは、自分がやる気を高めること、それから楽しく、ないしは苦なく勉強するような方略

を使ったり、覚えたり活用したりすることをより効果的にするような学習方略ですが、こ

ういう学習方略を使いながらメタ認知、時間、計画のようなスケジュールのようなこと。

それから、何が求められているのかといったような、必要とされていることは何なのかを

理解するようなことや、自分の能力、得意、不得意がどういうところにあるのか、使える

リソースは何なのかといったようなことをモニタリングしながら成果を結びつけていく。

こういうことを回していけるようなことを、中学校卒業段階ぐらいまでに、きちんと身に

付けることが重要かと思っております。 

 16ページは、更に言い換えるとということで、これは東京大学の植阪先生の「自律的な

学習者」ということで語られているものから抜粋させていただいたものですが、先ほど申

し上げたように、自律的な学習者は効果的な学び方を習得している。それから、望ましい

学習観を習得しているということがあります。つまずいたときに、自分で課題を発見して、

解決方法を考えて克服できること。学校で何を学んだか、何を覚えたかではなく、そうい

う解決の方法を身に付けていくといったようなことが非常に重要なのだろうと思います。
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これは、冒頭述べた学力というものの捉え方を広く捉えようということと重なる内容にな

ります。 

 最後になります。以上を踏まえて、「まとめと提案」ということで、何点か僭越ですが御

提案させていただきます。1 つは学力の捉え方ですが、今申し上げたとおり、最終ゴール

をきちんと考えた上で学力向上に取り組む。これは、現場の先生方がどこまでできている

のかというと、結構不安というか。新しい学力の動きについても、我々はときどき、「先生

はどのぐらい知っていますか」ということを調査するのですが、新しい学力の捉え方につ

いて十分に認識していることが、もしかしたら少し弱いのかなということを思ったりもし

ます。 

 それから、「学力向上」に必要なアプローチとして、「学習の量」と「学習の質」の両面

を考えること。「学習の量」については、「中間層」の薄さを課題に置いてはどうかと思い

ます。学習時間の増加だけではなく、生活全体を自律的にコントロールする力を育てるこ

とを目標にしてはどうかというところです。「学習の質」については、質についての改善を

重視することを重視してはどうかと思います。「学習の量」については、「早寝・早起き・

朝ごはん運動」もあり、わりと取り組んでいる学校は、生活については多いのかなと思っ

ていますが、実は我々も実践校をいろいろと探す中で、学習の質について本格的に研究し

ている学校が結構少ないことを感じたりもしています。ここを重視してはどうかというこ

とです。それには、先生方が学習方法を指導できるような基盤を作る必要があるのかなと

いうことです。 

 最後に、全般的なことについてですが、やはり子供の発達の違いや子供一人一人の個性

を重視することが大事かなと思っています。発達によって、できる、できないといった認

知能力が異なりますので、とれる学習方略が異なってきます。例えば、我々の教材の中で

は、小学校 4年までは、保護者の方に丸付けをしてくださいとお願いしています。それは、

保護者との関わりの中で、きちんとコミュニケーションをとりながら、保護者からフィー

ドバックをしてもらうことがすごく大事だと思っているからです。一方、小学校 4 年生以

降は徐々に、自分で解答、解説を読みながら丸付けをしてください、丸をしながら、その

中で間違ったことを自分で学びとるようなことをしてくださいといったことを働きかけて

います。計画の立案も、短期から長期まで、どのような計画を立てられるかは、発達によ

っても子供によっても異なると思いますので、そうした状況に応じて、できることを広げ

ていくことが大切なのかなと思っています。 

 以上、僭越ではありますが、まとめと提案ということで御提案させていただきました。 

○中山座長 どうもありがとうございました。非常に具体的な提案でした。続きまして、

河村委員、鈴木委員、芳沢委員から、資料の提出がありましたので、先に御意見を伺いた

いと思います。恐縮ですが、ここではお一人 10分以内でお話し願いたいと思います。最初

に、鈴木委員からお願いしたいと思います。 

○鈴木委員 私は、「生活習慣と『学力向上』」ということで、「子供たちの生活習慣をめぐ

る現状」というところから話をさせていただきます。まず、日本の子供たちという所で、

小さい年齢からスタートいたします。これは、ジョディ・ミンデルという方の論文なので

すが、国際比較をした子供、0 歳から 3 歳の合計睡眠時間の比較をしてみますと、日本は

非常に残念な状況です。ニュージーランドの長時間睡眠はいかがなものかとも思いますが、
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アメリカやイギリス、カナダを中心として、やはりすごくよく子供たちは寝ています。日

本は、いつからこんなに遅寝になってしまったのかと言われると、1980年代ぐらいかなと

考えています。昭和 11年の調査では、2歳児の半数以上が夜 7時台に寝ていたという調査

結果もありますので、最近この 30年、40年の間にかなり変わったということです。 

 図 2を見ていただきますと、これは日本小児保健協会が 10年ごとにかなり大々的な調査

を行っています。夜 10時以降に寝る幼児の割合ということで、昭和 55年、平成 2年、平

成 12年と、ものすごい勢いで夜 10時以降に寝る子供たちが増えておりました。平成 12年、

2000 年のデータで、59％の 2 歳児が夜 10 時以降に寝ていたときに、私たちは、本当にこ

れはまずいと思いました。幸いなことに、実は平成 18年度から文部科学省の「早寝・早起

き・朝ごはん」という国民運動がありまして、その結果、平成 22年を見ていただくと、激

減しております。それでも、まだ 2 歳児の 35％が夜 10 時以降に寝る国は、ほかにござい

ません。というぐらいに、日本の子供たちは睡眠不足です。 

 睡眠不足は、どういうことに影響するのかということで、最初に図 4を見ていただくと、

今日この会場にいらっしゃる方々も全部このパターンで寝ている方が多いと思います。睡

眠には、2 種類あります。レム睡眠とノンレム睡眠と言われているものです。この上がっ

たり下がったりする折れ線グラフになっているのが、ノンレムといわれているもので、脳

の睡眠です。脳は、この間寝ております。黒いチョビ髭のように上に乗っているものが、

レム睡眠と呼ばれているものです。レム睡眠は、夢を見る睡眠としてよく知られておりま

すが、実は記憶を整理して定着させます。ですので、睡眠不足の子が学力が低いというの

は、この記憶を整理して定着させるレム睡眠の問題、そしてもう 1 つ、ノンレム睡眠のと

きに、人の体を整えていく様々なホルモンが、この間に分泌されます。ですので、たかが

睡眠と思われるかもしれませんが、されど睡眠でして、ぐっすり眠って深いときに、脳は

眠っているけれども、その間コンピュータのスリープモードと一緒で、成長ホルモンやメ

ラトニンというような、人間の体を整えていくホルモンが大量に分泌されます。一応、こ

の会場にいらっしゃる方も、まだ成長ホルモンは出続けておりますので、御安心ください。 

 レム睡眠に関しては、脳は前頭前野といわれているおでこの部分を除いて、活発に動い

ておりますので、体を整えていく。むしろ、整備工場ですね。いろいろな所をピクピク動

かして、動くかどうかをチェックしつつ、きちんと昼間学んだことを定着させていく睡眠

です。ですので、両方ともすごく大事です。 

 その下に、睡眠とホルモンのおよそ 1 日の図を書きました。深い睡眠のときに、成長ホ

ルモンはドバッと出ます。もう 1 つ、聞き慣れない言葉で申し訳ありませんが、メラトニ

ンというホルモンがあります。メラトニンは、抗酸化作用、活性酸素の毒から体を守るの

と同時に、思春期が来るまで第二次性徴、髭が生えてきたり、声変わりをしたり、初潮が

来たりする第二次性徴を抑えるという役目を持っております。実は、このメラトニンに関

しては、年齢依存で、図 3 を見ていただきますと、大変残念ながらこの会場にいらっしゃ

る皆様方は、乳幼児期がピークです。これだけ日本の子供たちが遅寝で睡眠不足になって

いるということは、どういう現象が起こるかというと、2004 年の産経新聞の記事ですが、

大阪大学で生活習慣の乱れ、性の成熟、つまり初潮年齢が早くなるというデータが出てお

ります。ですので、睡眠は心と体と脳を育てていく大事な大事な生活習慣ということにな

ります。 
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 図 6 は、Wolfson という人のかなり有名なデータなのですが、国際比較でアメリカの高

校生です。アメリカの高校生は、しっかり寝ている子のほうが成績が良い。アメリカは落

第がありますので、寝不足で寝る時刻が遅い子ほど、落第する率が高いとなっております。 

 表の 1は、平成 24年度の文部科学省の「全国学力・学習状況調査」から、朝食を摂取し

ている子のほうが成績が良い。何度もこれは言われていることですが、当たり前のように

この 24時間をどう過ごすか。先ほど木村委員からもありましたが、この 24時間を自分で

コントロールする力をどう付けていくかが大切かなと思います。 

 第 1回目のときもお話いたしましたが、東京都教育委員会が今年の 3月にウェブで公開

している「都立高校中途退学者等追跡調査」という結果を出しました。この中で、いろい

ろな層がいますが、「どのようなことがあったら自分は中途退学しなかったと思うか」とい

う問に対して、例えば、妊娠して結婚してしまった層、ニート層、フリーター層、正社員

層、全ての層で「規則正しい生活ができること」というのが上位に入ってきます。 

 私が今心配しているのは、教員の資質向上の部分で、実は今年学会で発表したものなの

ですが、新任の先生になった人たちが、既に遅寝の世代になっています。3割、4割が、夜

10時以降に寝ていた人たちです。そうすると、幼児期、学童期に「朝食を食べずに園や学

校に行ったことがある」、「園や学校で午前中(実は午前中一番脳は覚醒しておりますが)眠

くてたまらなかったことがある」、「夜家族と居酒屋やカラオケに行ったことがある」とい

うことが既に 3 割以上の答えになっていて、幼児期、学童期を引きずっているのではない

かという懸念をもっています。ということでまとめさせていただきます。 

 生活習慣は学力を作っていく根っこであります。そして、生活習慣は乳幼児期からの積

み重ねが大切であり、高校生から成人に至るまでその生活習慣の良否の影響が残る可能性

があり、危険性があるということが、示唆されたのではないかと考えております。以上で

す。ありがとうございました。 

○中山座長 どうもありがとうございました。私は、もっと早く寝ようと思います。続き

まして、河村委員にお願いいたします。なお、教員の資質向上については、後ほど改めて

時間を取りますので、ここでは学力向上に絞ってお願いしたいと思います。 

○河村委員 パワーポイントをお願いします。私は学校教育で授業などをトータルで考え

たいと思っているのですが、まず、学習活動とガイダンス領域、生徒指導などは、私はト

ータルで考えるべきなのだと思っております。ですから、友人関係の意欲や学級での関わ

り意欲、そういう意欲が低い子供が、学習意欲だけがメラメラ燃えているというのは、少

しおかしいわけで、やはりトータルなのだと。そこのところをやはり大事にしていきたい

なと。結局、いろいろなことで結果を出している自治体などを見ると、指標でいうと学力

は高いのと同時に、不登校などの発生率が少ないのですよね。やはり、トータルだという

ことです。 

 次に、学習環境である学級集団の状態の影響が大きい。これは、いじめのときにも言わ

せていただいたのですが、これがものすごく大きいのです。 

 先ほど木村さんが言われたのが、学習活動の質と量のところなのですよ。それはそれで

オーケーだと私は思っています。ただ、その下の所に、学習というのは個人なのですが、

日本の授業は集団活動なのです。そうすると、その集団活動が行われている学級集団の状

態はどうなのだろうと。ここの部分が必要条件であり、その上に十分条件として学習活動
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の質と量が乗ってくるのだと思っています。私は、結構いろいろな自治体に関わっていま

す。一生懸命学習活動の質と量をやっている所があるのですが、その一歩手前の状況がか

なり厳しい状況になっていると、いくら上をやっても、いい結果に結び付いていない自治

体が結構あります。 

 これは、前に伝えたので、私の自論なのですが、集団の状態を規律や共有された行動様

式、それからリレーション、人間関係で捉えてみます。 

 すごくいい学級集団の状態を満足型と捉えました。 

 これが、先生がガチッと厳しく集団を管理するクラスですね。一見静かで落ち着いてい

るのですが、意欲的な活動が見られないクラスですね。 

 これは、最近すごく多いのですが、先生と子供が友達のようになっていて、クラスの中

では小グループがたくさんできてしまっている、ガサガサしている感じのクラスですね。 

 次が、かなり荒れ始めてしまって、一斉授業の展開が厳しくなってしまっている学級で

すね。 

 最後が崩壊型で、一斉授業が成立しません。 

 その学級集団の状態と学力の定着を見ました。オーバーアチーバーというのは、知能偏

差に対して、学力偏差が高くなっています。ですから、知能偏差が 50で学力偏差が 50で

すと、バランスアチーバーですね。そうすると、オーバーアチーバーは高くなっていると。

アンダーアチーバーは、逆に能力に見合った学力が身に付いていないということなのです

よ。これから見ると、明らかに学級集団の状態のいい学級は、子供たちがオーバーアチー

バーの出現率が極めて大きいのです。管理型のクラスは、これが両方とも 20％に近づいて

いますね。これは何かというと、上位層はすごく伸びているのです。しかし、下位層は諦

めが入って、より下がってしまっているのです。なれあい学級は、集団の状況は余り影響

を受けていないのですね。 

 中学校も教科担任制ですから、小学校よりは少し薄まりますが、やはり学級集団の状態

が大きいのですね。 

 結局は、私は何度も言っているのですが、学習指導とガイダンス面は、相乗的によくな

っていく、悪化していく。これは何かというと、日本の学校教育は、授業をやっている学

級で、そのまま生活・活動もやっているわけですから、当然同時なのだということが言い

たいのです。ですから、片一方だけ学習、学習と言っても、生活が駄目なら効果が少ない

ですよということが言いたいのです。良好な学級集団をうまく作れないと。結局、子供た

ちの学級生活の満足感が高い学級は、子供たちの学習意欲が高いのですよ。その結果、学

力の定着に結び付きやすいということですね。 

 ただ、ここが少し面白いのですが、これをもう少し細かく分析したいのですが、都市部

のお子さんと郡部のお子さんが、相関が郡部のほうが高いのです、今私が言ったことは。

では何かというと、ここに媒介変数が入っているのです。その媒介変数は何かというと、

私は、多分塾だと思います。ですから、塾で補ってしまっている首都圏は、先ほど木村さ

んが秋田のことを少しおっしゃったのですが、もしかすると秋田の先生が家庭学習のこと

をきちんと言っているというのは、塾の比率が相対的に低いからなのかもしれません。そ

れから、首都圏の先生が余り言わないのは、どちらかというと、かなり塾に依存してしま

っているのかもしれないと、少し思いました。 
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 結論です。学習は個人です。ただ、学校の授業は集団活動です。ですから、その集団活

動が個人の学習にプラスの影響を与える展開が必要。それを支えるのが、学級集団の良好

な状態であると私は思います。以上です。 

○中山座長 どうもありがとうございました。それでは、続きまして、芳沢委員お願いし

ます。なお、芳沢委員におかれましても、ここでは学力向上に限ってお願いいたします。 

○芳沢委員 今までのお話を聞いていると、いろいろ土台の話が十分あったように感じま

す。資料にあるような、例えば全国学力テストの数値をどうするかという具体的な話が余

りなかったような気がしますので、少しそういう方向で話したいと思います。 

 まず、学力というと、最近では OECDの PISAの発表があったかと思います。それに関し

て、私は日経新聞と共同新聞にコメントを出しました。記事になったのはそのうちの一部

ですが、1 つ注目すべき結果として、前回、日本より上にあった上海、シンガポール、香

港、韓国と比べて、読解力の点では、日本は全部差を縮めているのです。ところが、数学

リテラシーに関しては、上海、シンガポール、香港、韓国と差は全部広げられているので

す。ですから、上がった、上がったといっても、逆に広げられているのです。ただそうい

う記事がない。それに関して思うと、2002年に遠山敦子、当時の文科大臣がゆとり教育の

見直しということで、「学びのすすめ」を発表しました。それを踏まえて、それ以後全国的

に「朝読書」のように、本を読むということに関して、積極的に活動してきました。その

結果が、私は読解力に関して出ていると考えます。 

 昔から、読み、書き、そろばんと言っていたもので、読みに関してはいい、大分急上昇

している。そのあと、書くとそろばんということで、そろばんの計算力に関してだけは、

ゆとり教育の見直しで備わってきている。私は、この書くということに関して、これは今

後とくに重視すべきだと思っています。それは、数学的リテラシーでも無答の答案がもの

すごく多かったと。全国学力テストに関しても、いわゆる説明文を書くところに関しては、

非常に出来が悪いのです。ですから、書くということに関しては、大学入試がマークシー

ト中心のために、書く機会がとても少なくなった訳です。その書くということは、ある意

味では説明の重要なポイントであって、前回、宮田委員からも、最近はボカッとすぐ暴力

をふるう話がでました。しかも、暴力をふるう前に、これこれこうだからと説明がなくて、

いきなりです。その書くということに関しては、これからとくに重視すべきではないかと

いう気持ちがあります。千葉に関しても、今進行中のでも、読書県千葉を推進しているこ

とがあります。例えば、次の 5 か年計画には「書く」ということを主に入れたらどうかと

いう気持ちです。 

 次に、全国学力テストに関してですが、私も全国学力テストに関してはほぼ毎年どこか

の新聞には発表してきましたが、この資料の 2 枚目を見ていただきたいです。この意味を

説明すると、要するに全国学力テストのできない部分を特に注目したいです。できない部

分をできるようにすることが、学力向上につながるわけですから。 

 算数の A9は、簡単な帯グラフを見る小学校 6年生の問題です。じゃがいも畑は全体の何％

かと尋ねています。結果は、正解が 6 割もいかないのですね。比と割合が分かっていない

ことを示しています。 

その次は、全部の周の長さが 16㎝の長方形で、縦 xと横 yの関係です。これは、中学校

3 年生なのです。しかも、いろいろな数字まで与えておいて、横 y が 8 から縦の長さ x を
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引くというのができたのが、4分の 1。 

 その次が、立方体の問題です。サイコロキャラメルみたいなものを、小さい頃遊んでい

れば、立方体の 2つの対角線の長さが等しいのは皆分ると思います。これは中学校 3年生

なので、この問題を見たときに、どうしてこういう極端に易しい問題を出したのかと、私

は立腹しました。結果は正解が 6 割もいかないのですね。対角線の長さが、立方体は皆同

じだということが気付いていない。 

 その次が、7と 9と 11の 3つの数字を足すと 9の倍数になっている。今度は、3つの合

計の和で 9 の倍数にならない例を挙げさせる問題です。これは小学生でもできると思った

のですが、中学校 3年生でも 5割ぐらいでした。単に試行錯誤して探せばよい問題ですが、

「やり方を教えてもらっていない」という変な感想が多かった問題です。 

その次はテープの問題で、問題に赤いテープが 120 ㎝。赤いテープの長さは、白いテー

プの長さの 0.6倍。この次の図から適したものを選べという問題。これはもう正解の 4番

がすぐに気が付くと思うのですが、これが 3を回答した人が 50％もいて、4が 3分の 1ぐ

らいでした。 

 今度は、次の中学校理科の去年の濃度の問題なのです。昭和 58年にほぼ同じ問題が出題

されて、当時は 7割ができたものが、今回はほぼ 5割ぐらいでした。 

 ここから、まとめとしてこの結果から述べたいことは、具体的に比と割合の概念が非常

に苦手なこと。私は、学生の就活サポートも、就職委員長のときに面倒を見て体験してい

るのですが、学生は、「～の・・・に対する割合」というのを、言葉をひっくり返して、「・・・

に対する～割合」とすると、やり方だけを覚えているために、どういう計算をしたらいい

か頭がこんがらがってしまうのです。小学生から、その現象が出ていると考えます。です

から、そこには根本として国語的な理解をまずしっかりさせる。算数と国語とのある意味

では境界のことをしっかり押さえる。 

次に数学では、先ほどの縦と横の問題の結果などは、式の世界と文章の世界の境界を行

き来することが不十分だということです。 

 そのようなことから、各教科同士の縦割りを越えた指導を、私は提案したいと思います。

具体的には、最後の紙に書いてありますが、「すべて」、「ある」、「かつ」、「または」、「なら

ば」の用法と否定文を学ぶときは、例えば英語で not necessarily というのは、必ずしも

～でないと英語としては訳すけれども、そういった内容の根本にあるようなところがどの

教科も責任を持っていないと思います。ですから、そういった各教科の垣根にあるような

部分をしっかり教えたらどうかと思います。 

 それから、現在進行している千葉の 5 カ年計画に入っているプロジェクトの中に、体験

を推進するというものがあります。この体験を推進するということは、即ち試行錯誤だと

思うのですが、先ほどの 3つの奇数の 7と 9と 11の場合、9の倍数を挙げて、そうならな

い例を挙げるという問題に関して、試験が終わったときに、子供たちが「やり方を教えて

もらっていない」という感想は、重要な問題を含んでいます。何事においても、試行錯誤

がまず大切だということが、私は欠けていると考えます。先ほどの立方体の問題に関して

も、子供の頃の試行錯誤は非常に弱いのではないかと感じます。したがって、試行錯誤に

繋がる体験は、今後も継続したらどうかと思います。 

 PISAの結果や、今回の資料にも併せて言えることは、学びの目的意識が、日本の子供達
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は非常に弱いと感じます。ですから、目的意識を高めるような生きた題材による工夫も必

要でしょう。 

 最後に、土曜学習のことですが、先程来、学習の量で学びの時間を増やすことが重要だ

と指摘されていました。私も同感です。土曜学習に関しては、先日文科大臣も実践されて

いる姿がテレビで映っていたように、積極的に進めるべきだと考えます。ただ、教員の負

担も考えないとダメですが。 

学習の質に関しては、余り特殊な計算ばかりをやっていると、逆に全体としては弱くな

る面がある。多様な計算を訓練するのはどうかということ。以上です。 

○中山座長 どうもありがとうございました。これまで、各委員から非常に貴重な御意見

を頂きました。その意見を踏まえてこれから意見交換に移りたいと思います。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はありますか。よろしいですか。 

 それでは、委員の皆様から意見を頂きたいと思います。非常に多様な意見が出てまいり

ました。そもそも、学力の捉え方の問題もありますし、学習の質・量の問題、学習方法の

問題もありました。そして、学校以外の場の生活習慣も含めて、どのように生徒の生活習

慣を出していくか、学級集団の形成と日本ならではの考え方もあります。最後にありまし

た、特定の各能力、あるいは数学的思考、国語理解、教科の枠の垣根、知識をどう深める

かという問題がありました。忌憚のない御意見を、ここで皆さんに頂きたいと思います。

どうぞ。 

○宮田委員 私は門外漢ですので、門外漢らしい意見を申し上げたいと思います。私は、

今 66歳で、戦後間もなくに生まれました。恐らく、この中では一番最年長ぐらいではない

かと思います。その私が、今この時代に生まれたら私は勉強したかどうかを自問自答いた

しますと、私は勉強しないと思います。今、日本の子供たちは勉強する必要性を感じてい

ないと思います。なぜならば、全然困っていませんから。 

 私の子供の頃というのは、戦後間もなくで、日本は非常に貧しかったのです。信じられ

ないと思いますが、私が育った千葉県の富里南小学校には、学校に給食はもちろんありま

せん。お弁当を持ってくるわけですが、クラスに 2人か 3人はお弁当を持ってこられない

子供がいました。貧しかったからです。そこで学んでいる我々は、こんな貧しさは絶対嫌

だと。もっと豊かにならなければいけないと思い、一生懸命勉強しました。豊かになるた

めに、要するに目標があったわけです。必然的な目標があったから勉強したのですよ。 

 ところが、今の子供は、ちょっと乗れば、新幹線ですぐ行けますし、飛行機に乗れば外

国にも行ける。うちに帰れば、電気冷蔵庫はある、テレビもあるし、何にも困っていない

のですよ。そんな困っていない子供に勉強しろと言っても、私はしないな、多分。もとも

と、余り勉強は好きではありませんでしたから。どうして勉強しなければいけないの。だ

って、何もしなくても、きちんと満ち足りた生活があるではないか、というのだと思いま

す。 

 ですから、今私は一番必要なのは、動機付けだと思います。子供たちに、勉強をどうさ

せるか。これは、私の見るところでは、子供たちの中にも、今スポーツの部門や学問の様々

な分野で、自分をこういうふうにさせよう、夢を持とうということを考え始めている子供

が、少しずつ出始めてきたように思うので、そういうものを大切にして、どんどん伸ばし

てやる。つまり、動機付けを学校でやるのであり、学校の先生は 1＋1とか 2＋2というこ
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とを教えるのではなくて、それでも必要なのですが、もっともっと人間として何をやるか

ということを基軸に、国語であったり、算数であったり、理科、社会であったり、そこに

教科ではなく、まず人間としてどうなるかをいつも視点に置きながら、学習を進めていっ

ていただきたいというのが、私の希望です。 

 それから、先ほど個性を大切にするという話がありましたが、私は第 1 回のときに申し

上げましたが、日本人は子供をかつては「餓鬼」と呼んでいました。一人前の人間とは見

ていなかった。つまり、この子は将来人間になるかもしれない子供だと、大人は思ってい

て、人間になってもらわなければ困るのです。野生化してもらっては困るのです。野生の

人間になっては困るのですよ。それは、きちんとした、社会性を持った人間になってもら

わなければ困る。その場合に、子供の頃から個性というものを大切にしますと、足が遅い

のも個性なのですよ。字が下手なのも個性なのですよ。鉛筆の持ち方、いいことを先生は

おっしゃったと思います。鉛筆をきちんと持たないのも個性なので、そんなことをやって

いたら、どんどん野生化してしまうのです。ですから、小さい頃は完全に枠にはめる。そ

の枠の中で、子供をトレーニングするというつもりで教育をやらなければいけないと私は

思っています。 

 具体的な例を申し上げますと、私は NHK で長くアナウンサーをしておりました。後半、

新人のアナウンサーが入ってきます。その教育係を随分やりました。そうすると、少し専

門的になって申し訳ないのですが、日本語の音は 111 あるのですよ。あいうえお、かきく

けこ、がぎぐげご、ぱぴぷぺぽ、ちゃ、ちゅ、ちょ。その 111 の音をきちんと正確に発音

できないアナウンサーは駄目なのですよ。そうすると、私はその音を正確に発音できるよ

うに、入ってきたばかりの学生上がりの 22、3歳ぐらいに教えるわけですよ。そうすると、

戦後の教育の中で個性を大切にしろと学んできた、私より年下の管理職がいて、その人が

何て言うかというと、「宮田さん、そんな枠にはめたら個性が無くなりますから」と言うの

ですよ。ふざけるなと。「音をちゃんと発音できないアナウンサーに個性なんかない。まず、

これをできるようになってから、個性というのを発揮するのだ」ということを言いました。 

 もう 1つ、私がそのときに具体的に申し上げるのは、ピカソという画家を知ってるかと。

あの絵を見て、小学生でも書けるよと言った人がたくさんいると。違うのです。ピカソと

いうのは、デッサンがピカイチです。是非御覧になってください。すばらしいデッサンを

するのですよ。そのデッサンが上手だから、ピカソはあの抽象画を書いたのですよ。です

から、我々アナウンサーも音をはっきり発音できるアナウンサーになって、そこからその

人の個性が花開いていくのだ、と私は思いますので、学校でも是非、個性は大切です。い

いところを伸ばしてやるのはとても大切ですが、それよりも何よりも、まず人間として、

もっと言うと、日本人として大人になるために何が必要なのかを、先生方は鞭を使ってで

もいいですから、ちゃんと仕込んでいただきたい、調教していただきたい。これが私の希

望で、是非そういう教育を千葉県でやっていただきたいと思います。 

 千葉県は一番よくないです。私は、転勤でいろいろな所へ行きました。千葉県は、そう

いう意味でいうと一番恵まれているのです。一番勉強したくない県です。寒くもないし、

暖かくもないし、自然災害もないし、いろいろなものに恵まれていますから、これは一番

動機付けが難しい県ですよ。そういうことを、私は思いました。秋田の人は、やはり頑張

りますよ。私は、頑張ると思いますね。北海道の人も頑張る。東北の人も皆頑張りますよ。
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西のほうへ行くと、皆競争しますからね。やられてしまうという気持ちがありますから、

頑張りますよ。これは、やはり千葉県は、そういう意味でいくと難しいなと私は思います。

自分自身が千葉県出身ですから。長野の人は、やはりすごいよね。絶対負けない、といっ

てやりますよね。要するに、動機付けを是非頑張ってやっていただきたいと思うのです。 

 

○中山座長 何か御意見はいかがでしょうか。なければ、私から 1つ。先ほど PISAの結果

について芳沢先生から御指摘がありました。国立教育政策研究所では、15 歳児の PISA の

比較研究をやっておりますが、あれは読解力と数学的リテラシーと、科学的リテラシーで

したね。しかし、2000 年から 3 年ごとにやっている PISA 全体から見ると、私は、学校関

係者の一人として、非常に大きな衝撃を受けました。それは何かというと、伝統的な学力

イメージとは異なる学力が提示されたということですね。先ほどの木村先生のお話でもあ

りましたが、「キー・コンピテンシー」といいますか、汎用的な能力を養成しろということ

でした。例えば、言語、情報、技術などを道具として使うということですね、単に暗記だ

けではなくて。それから、先ほどありました自律的に活動する。もう 1 つは、異質的な集

団で交流する。それを支えるのが、リフレクティブ・シンキングというのですが、反省的

な思考力であるということですね。これを、私は学校教育に対する重大な問題提起だと思

います。 

 先ほどいろいろありましたように、実社会がどんどん変わっていくときに、いろいろな

学校で学んだ知識、能力をどうやって暗記するかでなく、どう使うかということですね。

今、ITが進んでいますから、知識だけならコンピュータを駆使すれば、学校の先生に学ば

なくてもある程度知識は得られますよね。それを使って、どう使いこなすかですね。です

から、これからは我々は何を知っているかよりも、何ができるか。先ほど、本堂先生のお

話でいきますと、実践力の育成ですね。一体何ができるようになるのかが、我々の学校教

育では問われているのではないでしょうか。 

 ですから、何を教えるかよりも、小学校の生徒が 6 年たったらどのようなコンピタンシ

ー、能力が付いているのか、エジュケーショナルアウトカムズですね、教育の成果が問わ

れるようになる。何をできるようにさせるのかというのが、これからの学校教育の大きな

在り方だと私は感じております。ですから、コンピタンシーとは能力ですが、能力が強調

される時代になってきたのかなと。 

 そして、その中で子供たちの動機づけをする価値観みたいなもの、変わらないもの、そ

の普遍性が要求されていると。例えば、勉強をするときにも資料が自分の体験や生活とど

う結び付くかを考えさせるようなことも必要ですし、共同生活は、いろいろな意見の違う

学生といろいろ話し合いながら、自分の立場をどう見極めるのかですね。子供から引き出

すのは、答えではなくてむしろ問いであると。先ほどの立方体の話でもありましたが、彼

らの一方的な答えではなく、どういう考え方をしているのか。彼からクエスチョンを引き

出すことが、これから 21世紀型の教育では必要になってくるのではないかと思います。そ

れを、基礎的な学力とどう並行して教えていくかが、これからの新しい教育観の形成には

必要ではないかというような意見は持っております。 

 少し途絶えましたので、場つなぎに意見を出しましたが、ほかの先生方、どうぞ。 

○河村委員 意見というか、先ほどの宮田委員の意見にすごい賛成ですね。困っていない
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現代っ子たちに、どのように動機付けるかと。そのときに、やはり何のために勉強するの

だということを、先生方が自分の人生観や体験を含めて、一定時間を取らなければ駄目だ

と思うのですよ。何のために勉強するのかと。それがないまま、スルスルといってしまう

と、やはり机上のものになってしまうのですよね。ですから、そこは大事かなと思いまし

た。以上です。 

○宮田委員 私も全く同じです。学校の先生は、やはり教えることが好きなのですよね。

ですから、自分が教室で朝から晩まで子供たちを教えていたいと。私は、学校の先生に言

ったことがあるのですよ。あなた方、教えるのやめなさい、コーディネーターをやりなさ

いと。学校の先生はコーディネーターで、そこに先生を呼んでくるのが学校の先生の仕事。

地域の中で、何かを一筋に作り続けている人とか、どこかのお医者さんとか、どこかの鉄

工所のおじさんとか、そういう人を必ず呼んできて、自分自身の人生を語らせなさいと。

どうやって、自分がこの技術を身に付けたかということを、子供たちの前でどんどん話を

させなさい。そういうものを、週のうち何時間かそういう時間を作りなさいと。そうした

ら、その中で手先の器用な子が、ああ、あの職人のおじさんみたいになろうか。そのため

には、どうするかを考え始めるでしょう。そういうことをやりなさいと。 

 ここで、先ほどの指導課の発表の中でいろいろなことをおやりになっていることを知っ

て、大変嬉しく思いました。いろいろとサポートする所をつくるのはとてもいいことなの

ですが、もっと地域に住んでいる大人たちを取り込んで、そうすると私の先生の友人も、

「それはお礼がないんだよ、お礼を出せないんだよ、予算がないから」とすぐに言うわけ

ですね。「そんなお礼なんか出さない。学校で 1 個バッジを作りなさい」と言ったのです。

そのバッジをお礼にプレゼントしなさい。そのバッジが 10個集まったら、その人は地域で

尊敬される存在だというようなことでやりなさいと、名誉を与えなさいということを、私

は言ったのですよ。そういうことを、取り入れてほしいなと、今、思いました。 

○木村委員 私も、非常に動機付けが難しい時代だなというのは、宮田先生がおっしゃる

とおり感じます。我々も、家庭教育教材を発行している会社ですので、強制力がないので

すね。子供たちがやる気になって勉強する、ないしは家庭のお父さん、お母さんが働き掛

けをしてくださることが、子供たちを学習に導く 1 つの切っ掛けにはなるかなとは思いま

す。 

 私の資料に、追加でその辺りのことも話せればと思い、24、25ページに今の子供たちの

1つの課題かなと思うことをデータとして持ってきました。24ページは、「悩み多き中高生」

と書きましたが、正におっしゃるとおり、中学 2年生以上になると、「どうしてこんなこと

を勉強しなければならないのかと思う」というのが 6 割の子供たちがそう感じるというこ

とですね。「もっときちんと勉強しておけばよかったと思う」というような後悔や「勉強し

ようという気持ちがわかない」という学習意欲の問題などは、1 つは発達段階の問題もあ

って、中学生から高校生になるに従って、当然思春期なので、今、自分は何なのかみたい

な実存的な悩みを抱え出す年齢だということもあるとは思います。ただ、時代的にこうい

ったことが難しくなっているのは、事実だろうと思います。 

 それから、25 ページに「自信のなさ」ということをデータで紹介をしたいと思います。

これは、日本青少年研究所がやっている 4か国の国際比較の調査なのですが、「自分はダメ

な人間だと思うことがある」とか、偉くなりたいという思いが少ない。これは、飢餓感が



22 

 

ないから勉強しないというのとかなり近いところがあると思います。それから、「やりたい

ことにいくら困難があっても挑戦してみたい」というのも、これは 7割なので高いですが、

アメリカや中国、韓国の高校生と比べると、低い傾向が出ています。 

 こういった子供たちをいかに動機付けるかということは、やはり周囲の大人、ないしは

先生方の責任というか、そこに掛かる部分は大きいのかなと思っています。 

○中山座長 ありがとうございます。芳沢先生、どうぞ。 

○芳沢委員 私は、全国約 200 校の小・中・高で出前授業をやってきました。この動機の

ことに関してなのですが、数学という立場からは、かつては大学入試がバネになっていま

した。ところが今は、大学は子供たちを入れるために、ほとんどの私立大学文系学部は数

学を入試必須科目から外しているので、バネにならない訳です。しかし、これは全ての教

科に言えると思うのですが、私自身が全国約 200校の小・中・高で出前授業をやってきて、

意外と身近な生活の問題で数学が役立つことを話すと、それだけでもいろいろ興味が高ま

ってきます。例えば、じゃんけんとかあみだくじ、あるいは消費者金融の問題、等々。 

 もう 1 つは、今、この社会は非常に狭くなっている訳です。狭くなってくると、例えば

この建物の高さが「高い」とか「低い」とか言うよりは、共通のもの、すなわち数字で話

すとコミュニケーションがとれるのです。ですから、そういった意味から説明していくと、

単に解き方だけ、あるいはやり方だけ教えてもらった学習とは全く違う展開になることを、

私は感じています。 

○中山座長 ありがとうございました。もう少し御意見を伺いたいのですが、あとのこと

もありますので、学力向上につい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 分ほど休憩を取りたいと思います。再開は 4 時 25 分といたしますので、その時間まで

にはお戻りいただきたいと思います。それでは、休憩にさせていただきます。どうも、お

疲れ様でした。 

 

（休憩） 

 

４ 教員の資質向上 

○中山座長 それでは、これから再開いたします。ここからは、教員の資質向上をテーマ

として進めていきます。最初に事務局からご説明願います。よろしくお願いします。 

○石橋課長 それでは「教員の資質向上」につきまして、ご説明いたします。資料の 4―1

からになります。教員の資質向上につきましては、人材の確保、育成研修、人事管理など

の面から、さまざまな取組を進めております。 

 最初に教職員の研修についてご説明いたします。教員の大量退職に伴い増加する若手教

員の育成、あるいは、社会の変化に伴う新しい対応などを図るため、平成 22年 3月に研修

体系を見直したところでございます。 

 資料 4―1の 2ページをお開きください。「研修の全体像」という表をご覧いただきたい

と思いますが、経験年数が 10年程度までの教員に対しては、基本的指導力の育成を目的と

して、これまで行ってきた初任者研修、5 年経験者・10 年経験者研修に加えまして、若手

教員の継続的な研修のため、2 年目・3 年目の教員を対象としたフォローアップ研修や、7

年目の教員を対象としたステップアップ研修を行っているところです。 
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 経験年数が 10年程度以上の教員に対しましては、実践的指導力や企画力あるいは経営力

の向上など、ライフステージに対応した研修を行ってきているところでございます。 

 続いて 3 ページをご覧ください。若手教員の指導力向上の取組といたしまして、若手教

員自らがチームを組んで授業力向上を目的として行う校内研修、あるいは教育活動の悩

み・さまざまな課題の解決を図り、指導力を高めるために、土曜日等に自主的に目的に応

じて実施している教師塾などの取組を行っております。 

 続いて資料の 4―2をご覧ください。本県の「教職員の人事評価」でございますが、平成

15 年度から段階的に進めてきております。「目標申告」といたしまして、職員自らが個人

目標を設定し進捗管理するとともに、校長による面談、指導・助言を行っております。ま

た「業績評価」といたしまして、能力・意欲・実績ごとに職員を評価し、結果をフィード

バックするなどにより、職員の能力開発・人材育成を図っております。 

 続きまして、資料の 4―3をご覧ください。不祥事の根絶に向けまして県の教育委員会と

いたしましては、リーフレットの配布、各種会議や通知による指導徹底、研修の実施、各

学校でのモラールアップ委員会の設置など、さまざまな取組を行ってきております。 

 次の 2ページをお開きください。最近 5年間の状況を表にしたものですが、残念ながら

毎年、全体としては 10数件の懲戒処分案件が発生しているところでございます。 

 最後に資料の 4―4 をご覧いただきたいと思います。本県の教員の「採用選考について」

でございます。本県の求める教員像を説明会などで明示いたしまして、その上で 1 次選考

での集団面接、2次選考での個別面接を実施しております。この 2度にわたる面接により、

人間性や資質・情熱などを評価し、人物重視の選考を行ってきているところでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。複雑・多様化する教育課題に対応するため、

多様な人材の確保に努めております。豊かな体験を有する人材の確保のため、年齢要件を

41 歳未満としている他、看護師経験者、教職経験者などの特例選考を実施しております。

また、優れた知識・能力を有する人材の確保のため、大学から推薦された者や英語能力の

優れた者、教職大学院経験者などについて特例選考を行っております。 

 また、将来の人材確保に向けた取組といたしまして、高校生に教職の魅力などを伝える

出前講座や、教員志望の大学生に小学校や特別支援学校で、週 1回程度ですが 1年間通し

て実践研修する機会を提供する「ちば！教職たまごプロジェクト」というインターンシッ

プを実施しております。「教員の資質向上」に関する説明は以上でございます。 

○中山座長 はい、どうもありがとうございました。続いて「教員の資質向上」というこ

とにつきまして、臨時委員の本堂委員からご意見を頂戴したいと思います。それではよろ

しくお願いします。思いの丈を述べていただいて結構ですので、どうぞ。 

○本堂委員 まず、千葉県のこの緻密な研修体制というのは、本当に敬意を表したいと思

います。教員に求められる資質というのは主に 4 つ挙げられると思うのですが、学習指導

力、生活指導力・進路指導力、外部との連携・折衝力、学校運営力・組織貢献力です。 

 これまでの千葉県でたてた教員研修の中に、全部そういうものが含まれていくかなとい

うように思っております。私はこれらが全部連動していくと考えます。特に、教員が一番

子供と関わるのはやはり授業ですから、授業で学習指導力を発揮する時間が一番長いわけ

です。そう考えますと、先ほどの学習規律も含めて、そういった意味での生活指導力とい

うものも学習指導力の中に含まれてこなければいけないと考えます。 
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 進路指導力というのは、やはり子供たちに能力をつけてやるということで、できなかっ

たことができるようになった、知らなかったことを知るようになったという喜び、それが

先ほど宮田さんのおっしゃっていた動機づけにもなるのではないかと思います。 

 「ああ、自分はこんないいところがあるのか」と目覚める。自分の良さに気づいていく。

そして、自分の可能性に気づいて、意欲を持って将来を見据えながら学習に取り組んでい

く図式になっていくように思います。 

 また喜多見小学校の事例を出すのですが、よくどの学校でも先生方は学級通信というも

のを出していると思います。「学級の様子が知りたいから、学級通信を出してください」と

いう保護者の皆さんの要請もあるのです。「学級通信を週に 1回なり、たくさん出す先生は

良い先生である。意欲のある先生である」と保護者は思っている節があります。 

 しかし、実はこれが曲者でして、私が出会った教師の中で、頻繁に学級通信を出す先生

に授業がすばらしい先生はあまりいません。保護者はそれを知りません。やはり「それに

惑わされてはいけない」というように、常日頃から感じてきました。 

 学級通信を書くのに、だいたい構成から印刷までを含めて、多分 2 時間はかかると思い

ます。それだったらその 2時間を「明日の授業をどう構成していくか」「どんな教材を使っ

ていくのか」という子供たちの理解を深める、やる気を育てる、そして考える力をつける

といった授業の構成をどうするかというように、力を割いてもらいたいと思うのです。 

 ですから、私が校長をしているときは、喜多見小学校では学級通信は廃止しました。「そ

の時間を授業づくりに充ててください」というように号令をかけました。これは正解だっ

たと思います。その中で、あまり他でやっていないような取組について 2 つ紹介したいと

思います。 

 まず、授業参観のあり方を見直すということです。おそらく、大抵の学校で先生方がど

ういう授業をやっているかと言いますと、授業参観の日には大勢の保護者・地域の方が見

えます。そうすると、わが子が発表する時間をどの子にも与えてやれば、多分保護者はそ

れで満足するのではないかという、教師がそういった勘違いをしている節があります。で

すから、イベント的な授業になってしまうのです。 

 保護者の思いとしてはどうかというと、実は授業を見るという面を思っている保護者も

結構います。教員免許を持っている人もいるわけですから。こういうイベント的な授業だ

けではなくて、やはり、子供にその 45分の一単位時間の中で「どう学力をつけていくのか」

という過程が見たいという、保護者もいるわけなのです。そうした声も聞いております。

ですから、授業参観を見るときの視点というものをつくりました。別紙にあります。ちょ

っとご覧になってみてください。 

 学習規律から、考える力を育てている授業になっているかとか、いくつかの視点からプ

リントをつくりました。それをもとに、教室に入るときに「このプリントを持って授業を

ご参観ください」と書いておきました。それをやって、この「きたみ」の学校だよりの 11

月号の下の方に、保護者の感想を載せておいたのですが、なかなか良い感想が寄せられま

した。 

 「今回は『授業参観の視点』についてプリントがクラスの前にあり、一歩踏み込んで参

観ができとても良かったです。この内容は今後も生かしていければ、子供が勉強に対して

だけでなく普段の生活の中でもためになり、大人になったときに役に立つと思い、大切に
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保管し時々読み返していこうと思いました」と、いくつか保護者の非常に良い感想が寄せ

られています。 

 それから、「●（黒丸）」の方は教師の自己点検の反省です。代表に一人読んでみますと

「自己点検を通して教師の課題、児童が身に付ける力が浮きぼりになってきた。児童が自

ら問題を発見し、課題として立て、解決していく力をつけるようにすることが私の課題で

ある。『なんでかな』『調べてみたいな』と思えるような導入を工夫し、この授業改善のポ

イントを生かしながら授業を改善していく」と。 

 このポイントは、保護者と教員で視点を共有したのです。結構これで、授業参観のとき

の授業が、子供たちに学力をつける授業に改善していったと私は見ております。 

 もう一つですが、校内で若手教員と中堅・ベテラン教員の磨き合いの場をつくるという

ことです。私は「教育は日常にあり」というふうに思っております。先ほど千葉県の研修

体制で 1年目、2年目、3年目、4年目、5年目、10年目というふうに研修体制のステップ

が示されております。これはとても大事なことだと思います。視野を広げることになりま

すし、もう一度「いま求められている教育課題がどんなものなのか」ということを確認す

る上で大事なことです。 

 これともう一つの、両輪の片輪は日常にあると思っています。日常の中で、どう校内の

ベテラン・若手が磨き合いの場をつくっていくかということです。これもやはり校長のリ

ーダーシップとコーディネーターとしての役割でもって、そういった体制をつくっていく

ことができると思います。 

 私が取り組みましたのは、一つはトレーニングをするということです。何のトレーニン

グかと言いますと、明日の授業の何か一つでも教科を選び、30分で指導略案をつくるとい

うことです。「狙いを明確にする。教材は何を使うか。どういう形で評価活動をしていくの

か」というような視点を明確にして、30 分で書くというトレーニングをさせました。月 1

回程度、若手教員の若人研修会というのでやりました。 

 それから、中堅・ベテラン教員を講師として招くことです。招かれる教師はやはり「自

分を指名してくれた」ということで嬉しいわけです。ある程度、力のある教員を指名しま

すので、そこに招かれた教員も一つ講師を務めなければいけないとなると一生懸命勉強を

します。そういったことで、お互いに非常に効果が上がりました。 

 それから、先ほどの学習規範とか教室環境を整備していく上で、お互いに訪問し合って、

その学級担任に「どういう意図でこうした教室環境をつくっていくのか」というようなこ

とを説明してもらいます。学級担任も説明責任がありますから、どういったポリシーを持

って自分の教室の環境づくりをしていくのかということを、やはり日頃からしっかりと考

えて実践していかないと、若い人に説明してあげることができないわけです。私はこの 2

つで、かなり教師の授業力をつけたかなというふうに思っております。 

 最後にですが、やはりこういったものを指導していく、道筋をつけていく、行く先を示

してあげるというのは、校長のリーダーシップだと考えております。それから、学校・家

庭・地域といったものを、より合わせていくコーディネーターとしての役割にも、校長は

力量を発揮していかなければいけないと思います。 

 それから「鵜の目、鷹の目、校長の目」と書きましたが、校長は鳥という字を書いても

いいかと思うのですが、やはり視野を広げて、常に学校を歩いて教師の教育実践を見取っ
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て、評価して、次の改善への指導・助言をしていくということです。そういった、3 つの

力を校長は発揮していかなければいけないと思います。 

 キーワードは「教育は日常にあり」ということです。教師の授業力、生活指導力、求め

られる力は、全部日常の中で養成していくといった学校体制を、校長としてはつくってい

くことが肝要になると思っております。こう考えますと、校長の実践的指導力こそ、学力

向上と教員の資質向上を握る鍵になってくるのではないかということです。 

 そうすると、結論は、やはりそういった校長を選考していくところにかかっているとい

うように思います。ちょっと私も校長をやってきた経験で生意気なことを言うようですが

「座して、ただみんなの報告を待っている校長では、学校改革をすることはできないし、

子供の学力も教員の資質向上も達成することはできないだろう」というふうに考えており

ます。以上でございます。 

○中山座長 どうもありがとうございました。続いて、河村委員と芳沢委員の資料の中に

は「教員の資質向上」についての記載もあったと記憶しております。そこでお二人から先

にご意見をいただきたいと思います。なお、意見交換の時間もございますので、10分以内

ぐらいでお願いしたいと思います。 

では、河村委員お願いいたします。 

○河村委員 PowerPointですが、ちょっとこれを見てください。少し濁っているのですが、

上の青っぽい色のものがあると思います。ここのところが、子供たちが生き生きとしてい

るクラスの状態なのです。 

 この A小学校は 3学期に入るにしたがって、青いポイントが 4分の 1弱から、ほんの少

しだけ増えているのがわかると思います。B 小学校を見てください。もう、この青いのが

最初 3分の 1ぐらいあって、それがものすごくガアーッと広がっていくのがわかると思う

のです。 

 何が言いたいかというと、どちらの方に自分のお子さんを行かせたいかということなの

です。子供たちの学級集団の状態についての全国データを集めているのですが、結論から

言うと、ものすごく学校差が大きいです。だから、千葉県といっても実は地域も大きいし、

同じ市でも学校によって全然違うということなのです。 

 これはある中学校なのです。ここはもう子供たちの 3分の 1ぐらいが楽しいと言ってい

ないわけです。「この中学校は何だろう」と、やはり思ってしまうのです。少し戻りますが、

結局のところまず学校差が多いということで「これは何なのだろう」とやはり思うのです。 

 研修に行かせていただくのですが、まず一番ショックなのは、校長先生に「来てくださ

い」と言われて行ってみると、最初に言われるのは「一番研修を受けて欲しい先生は休暇

です」と言われるのです。「ええっ」と思って「これって何だろう」と思ってしまうわけで

す。やはり、2 割ぐらいが何かもう自我防衛的になってしまっていて、向上心を失ってい

る先生がいるのではないでしょうか。 

 教育実践というのに完成はないと私は思うのです。だから、常に 50代になっても「もっ

と良くするためには、何をすればいいのだろう」ということなのです。先ほどの伸びてい

る学校の先生たちは、必ず研修会場に入っていくと「いま、もっと良くするためにこんな

ことやっているのですけれども、これをどう思いますか」と言うのです。 

 すごく崩れてしまっているクラスの先生は「A君が悪い。B君が悪い。だからクラスが良
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くならない」と、そういうふうな言い方をずっとするのです。その条件を常に取らないと

良くならないと言うのです。結局、自分を省みないのです。ここに、ものすごい分岐点が

あると、40歳ぐらいにものすごい分岐点があると思います。 

 先ほどの学校ではないですが、では B 小学校のようになっていくためには、何が必要な

のだろうと思ったのです。そうすると、先ほど本堂先生がおっしゃったことと、やはりつ

ながると思うのです。先生たちが活性化していなくて、子供たちだけが元気いっぱいとい

う学校は見たことがないのです。 

 やはり、子供たちの学力が高くて、いろんな行事に積極的に取り組んでいる学校という

のは、教員組織がものすごく活性化しています。ということは、学力向上の一番の基盤の

背景には、学習する教員組織というものがやはり必要だろうということです。だから、管

理されて与えられたノルマをどうこなすかというレベルでは駄目なのです。 

 教員一人ひとりが使命感を持って、学びあって高めあっていこうという意識を教員集団

で持てるかどうかということが、すごく大きいと思います。使命感を高く持ち、学びあい

高めあう教員組織の構築ができるかどうかということです。だから、多分これは組織論の

部分もすごく大事になってくると思います。昔のように教員の上がりが校長だというので

なくて、教員組織をどういうふうに形成することができるか、これがものすごく大きいの

です。 

 いくつかの研修会のことです。すごく活気のある学校の 50代の先生方に聞いたのですが、

その 57 歳ぐらいの先生が一生懸命にいろんなことをやっているのです。「先生すばらしい

ですね」と言ったら「あと 3 年弱なので、教員人生の集大成をしたい」とおっしゃったの

です。 

 次の学校では、50代の先生はもう休暇を取っていていなかったのです。最後に「どうし

て」と管理職に聞いたら、「あと 5年弱で定年退職だから、いまさら研修をしても仕方がな

いじゃない。研修は若い人がしなさい」と言って、帰って行ったということです。この差

というのは何だろうと思います。でも、こういう情報というのは、実は住民の人は知らな

いのです。ものすごい学校差が出てしまっているわけで、これは大きいと、いまは本当に

思っております。以上です。 

○中山座長 ありがとうございました。それでは、芳沢先生お願いいたします。 

○芳沢委員 ちょうどこの「採用選考について」ということで、人間性、資質・情熱、指

導力と書いてありますので、人間性のことに関して、私がいつも思っていることを少し話

したいと思います。先ほどの話でもないのですが、最近とにかく説明力というものがとて

も弱くなっています。説明力というのは、相手のレベルに合わせて説明することがまず重

要な訳です。 

 教員に関してですが、私はいま相手の立場に立ってものを話す人が減ってきている感じ

を強くもちます。しかし生徒の状況は、むしろより多様になっている訳です。それでいて、

今度は逆に教える側が、なかなか相手の立場に立った対応が取れていないということです。

まず、相手の立場に立って、ものごとをレベルや立場に合わせて説明したり、注意したり

できる人が望ましいということです。 

 また情熱ということに関してですが、やはり子供たちは情熱のある先生にはついてくる

ところがあります。例えば情熱と言えば、千葉県の知事さんもとても情熱があるように、
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昔からよくお見受けしています。やはり情熱というのは、引っ張っていく力という点で重

要な要素だと思います。 

 この指導力ということに関して、「教員の資質向上」で私は三つ書きました。三慧の発想

（聞慧・思慧・修慧）と言って、これは仏教の教えです。聞慧というのは、要するにマー

クシートの問題が解けるような知識だけで「とりあえず、こういうことだけを知った」と

いう形になります。思慧というのは、その前後のつながりを自分で理解をしたということ

です。そして修慧というのは、それを相手に説明したり、応用したりする力があるという

ことになります。教員はこの修慧というところを、目指さなければいけない訳です。 

 ところが現実はどうかというと、いわゆるマークシートの問題を解けるだけの状況の人

が、続々教員になっています。とくに理数系に関しては、ゆとり教育に差し掛かるときに

採用を絞った関係で、逆に今は多く採っています。多く採っているために、首都圏を中心

に「いま一つどうかな」と思う人も教員になっています。 

 ところが、過疎地は相当厳しい競争率ですから、しっかりとした人が教員になっていま

す。私がそれと併せてとくに指摘したい点は、むしろ過疎地の方は、試験の問題が記述式

なのです。首都圏はマークシート式なのです。答えさえ当てれば、教員になれる訳です。 

 この問題 1・2を資料に出しておいたのですが、お隣の鈴木先生は「昨日一生懸命に解い

てきました」ということです。鈴木先生の裏技を用いない解き方が、教員として望む姿で、

正しいプロセスを踏んで解くということです。いまの教員になる若い人たちの中には、次

のような正しくない解き方をする人が、首都圏では激増しています。 

 その例を説明します。問題１は「xyz＝１ならば」ということですが、これは文字式でい

ろいろ計算をしていかなければいけないのです。ところが、これは答えが 1 個だというの

ならば、x=1で、y=1で、z=1でも満たすということです。x=1で y=1で z＝1を入れると、

答えがもうそれで出てしまうのです。それで「当たり！」ということです。マークシート

の採点だと、きちんと文字変数を使った計算で解いたかどうかが分かりません。だからこ

そ、答えだけ当たればいいということになります。 

 この次の問題 2 は、これは千葉県ではない、ある関東地方の教員採用試験に出た問題で

す。私はいままで、数学科の教員を 22年間でだいたい延べ 200人近くの教員を育ててきて、

桜美林に移ってからもまた指導して、少しずつ誕生してきました。ある学生が「こういう

問題がある県で出ました。先生これどうしようか？」と尋ねてきました。私はこれを見た

とたんに、「エーッ、この正解は～なんじゃない？」と思いました。 

 これは辺の長さが 1と 2の長方形なのです。そうする図の斜線部というのは Aを倒して

いって、こすらなかった部分の面積です。これはどう見ても、長方形の面積は 2ですから、

そうすると 0.5よりだいぶ少ないと見当がつくわけです。見当がつくと、このπを 3ぐら

いにして、√3 も 1.7 ぐらいにして計算すると、答えは(エ)しかないのです。だから、当

て方が分かっている人はすぐに正解を得ますます。これが実際に、教員採用試験の問題に

出ているのです。 

 要するに、こういうものが裏技で解けても、生徒に説明するときにどうするかというこ

とが問題です。生徒に説明するときには、数学として筋道を立てて説明しなければ駄目な

のです。それができない。そういう人がいま非常に多く採用されていのです。だから、こ

れは相当大変かもしれませんが、一つは論述式の採用試験を検討してもいいのではないか
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と、私は提案したいのです。そうなれば、日本国中から拍手喝さいが起ると信じます。 

 それから、今度はとくに小学校の教員ということを考えると、いま大都市圏の小学校教

員の競争率が実質として相当低いのです。私も犬が好きなのですけれども、犬を育てるの

にも子犬を育てることが一番重要なのです。だから、日本の教育では大学院生を教えるよ

りも、小学生を教える方が本当はものすごく重要だと私は思います。そういう使命感をも

う少しもつことも必要ではないかということです。 

 というのは、小学校の先生が「三つの角度が違う二等辺三角形がある」と平然と生徒の

前で公言したり、数式を書かないでイコールを全然使わないで板書をしていたり、無茶苦

茶なものが多いという情報がたくさんある訳です。小学校の先生はものすごく重要だとい

うことを、意識改革も併せて訴えたいと思います。以上です。 

○中山座長 はい、どうもありがとうございました。貴重な意見をどうもありがとうござ

いました。それでは、どうぞ。 

○宮田委員 1 回目のときに私は申し上げたのですが、実は私は小学校の先生になるため

に、教員養成大学を出て教育実習に行ったときに、こんな仕事はとても私にはできないと

思ってやめて、たまたま受けた NHK のアナウンサーに合格して、NHK のアナウンサーをず

っとやってきたわけです。 

 そういった立場から見ると、やはり小学校のときの子供を教えるのは、先生にとって非

常に大変なことだと思います。それは思うのですが、誰かに絶対にやってもらわなければ

いけないわけです。私にはできなかったのですけれども。 

 やはり求められるのは、教育というのが 10 年、20 年、50 年、100 年後の日本をどうす

るか、世界をどうするかという本当に大きなテーマだということです。いま芳沢先生がお

っしゃいましたが、これはやはり「先生方に実に使命感を持って、やっていただかなけれ

ばいけない」というのが、私の基本的な見解です。 

 先ほどご説明の中で、教員採用した後に何年、何年で研修を受けるようにしていると聞

きました。そこで「授業の進め方をどうするか」という具体的な勉強をすることも大事だ

とは思います。けれども、やはり先生というのは、この国の中でこういう使命を持った存

在で、あなた方はそれを担ってやっているということを、ある意味きちっと先輩が後輩に

伝えるということを、研修の中にもっともっと取り入れていただきたいと思いました。 

 もう一つ、私が常々学校を見ていて不思議だと思うのは「どうして学校は先生しかいな

いのか」ということで、私たちのような他の世界から見ると不思議なのです。なぜかと言

いますと、学校の先生というのは教える専門職です。その教えることが専門の人が、学校

の経営に長けているとはとても思えないのです。それはできる人もいるでしょう。でも、

全員が学校の経営に長けていて、ちゃんとできるというふうに私は思わないのです。それ

は、行政的なことが上手な人と、専門的に教えることが上手な人というのは、ひょっとし

たら分かれているのではないかと思います。 

 NHKの例を申しますと、私は 39年間 NHKでアナウンサーをやりましたが、ほとんどの人

はずっと専門職です。アナウンサーをずっとやってきましたから、私は行政的な権限を持

ったことが 1回もありません。つまり 1円のお金も使えないのです。はんこなどを押すよ

うな仕事をしないのです。「あなたはとにかくアナウンサーとして、専門のアナウンサーの

仕事をずっとしなさい」と言われ続けてきました。 
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 ですから、何かを決定するなどということはやらないのです。それを決定するのは行政

職の人で、どういうことをやるかというと、誰をどこに配置するか、誰にどういう番組を

担当させるか、どこでこういうことをやるかなどを全部決めるのです。そして、それを専

門職に命令するのです。 

 ですから私は 61歳で辞めましたけれども、私が 61歳のときに仕えていた管理職は、私

よりも 20歳年下の人でした。その 20歳年下の人が、私に命令をするのです。「宮田さん、

これやってください」と。それは業務命令ですから、それに従わなければ私たちはクビで

す。絶対に従わなければいけないわけです。 

 その人が別に偉いわけではなくて、要するに、そういうことをやるのが仕事で、それに

従って専門性を発揮するのが私の仕事です。お互いに、専門と行政というのは、完全に分

かれているわけです。私は学校の世界にも、教育行政職というのを大いに入れたらいいの

ではないかと思います。要するに、経営に長けた人を次々と入れて、その人が学校を上手

く経営するということです。 

 先ほどの本堂さんのレジメを拝見いたしますと、先生というのは学習指導をやったり、

いろいろな仕事がたくさんあります。だから先生というのは、教えるということに特化し

て、それ以外のことは全部行政職の人がやるというぐらいにした方が、良い教育ができる

のではないかとちょっと思いましたので、意見を述べさせていただきました。 

 そうすると、校長先生になれないから、一般の先生の給料が上がらないという心配があ

るのですが、それはそうではなくて、専門職も継続的に身分を上げていけばいいと思うの

です。私の例をまた申し上げて申し訳ないのですが、私が辞める頃に私に命令していたの

は、私よりもランクが三つぐらい下の人です。当然私よりも、お給料もずいぶん少ないで

す。それは、仕事として命令をしているわけです。そういうふうにしてもいいのではない

か、というふうに思います。 

 それからもう一つ申し上げたいのは、やはり校長先生の責任をもっと重くした方がいい

と思います。校長先生は全責任を負っているので、その学校を駄目にしたらもうクビです。

一つの学校を駄目にしたら、それはもう駄目です。本当に懲戒免職の対象になるぐらい、

そこの責任を負わせるのです。その代わり、そのスタッフの先生方は、校長先生の言うこ

とには絶対に従い、責任は全部校長が取るという体制を明確にするといいと思います。 

 うちの会社は全部そうです。編集長という人が一人いて、この人が全部責任を取ります。

その下の人たちは「編集長の言うことは絶対に聞かなければいけない」というルールで仕

事をしてきました。そういう制度を教育界にも取り入れたらいかがですかという提言でご

ざいます。はい、失礼しました。 

○中山座長 これまでの意見に対して、事務局から何か補足説明はございますか。よろし

いですか、はい。それでは木村委員にも加わっていただいきまして、ご意見をいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○木村委員 ありがとうございます。興味深く拝聴いたしました。いままでのお話を伺っ

ていて、やはり 3点ほど重要な点があるかというように、私は少し感じました。 

 一つは先ほどからたくさん出ている、先生の使命感のお話です。先ほどの子供たちの意

欲の問題が話題になっていましたが、いま私たちは研究の一環で子供たちの意欲を高める

ためにどうするかということで、高校生対象ですが「どうして勉強するのか」を、徹底的
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に高校生自身に議論をさせているのです。 

 そういう企画のスピンアウトの企画として、先生方に「どうして先生になったのか、な

ぜ先生になったのか」を徹底的に議論してもらうということです。なぜそういうことを始

めたのかと言うと、議論の中で一つの自分なりの解を導いていく学びのあり方を、いまア

クティブラーニングという呼び方をしていますが、そのアクティブな活動の中で問題の解

決を図っていく取組が、学校現場の中でも広がろうとしていると思うのです。 

 先生にそういう活動をしてもらうと、結構答えられないというか、いままで考えたこと

がなかったということがあります。個人的に「どうして先生になったのか」というのもあ

りますし、先ほどのように「社会的な役割として、何を目指さなければいけないのか」と

いうこともあります。子供にとって自分の存在が何かということを、先生同士で議論をし

てもらいますが、答えはないのです、答えはそれぞれの中で見出すものなのです。 

 そういう経験をしてもらうと、先生自身が「意欲が湧く」と言うのです。やはり、子供

たちが「なぜ学ぶのか」という意欲と同じようなことが、先生の中にも起こると感じてい

ます。そういう経験は、もしかしたら、昔はストーブ談義などと言う言葉がありましたが、

ストーブを囲んで先生方が語り合うような文化の中にあったのかもしれなくて、そういう

ものがちょっと失われているのかと感じます。これが１点目です。 

 それから、やはり先生として重要なのは、授業力というか指導力というようなことだと

思います。ICT 機器を学校現場でどう使い、より効果的な学習を生み出すかということを

いま私たちも研究しているのですが、ICT を上手く使えるかどうかは、ほとんどベースと

なる授業力とか指導力だったりすると感じます。 

 積極的に取り入れて効果を上げる先生は、やはりベースとなる指導力があります。その

中で ICT ですので、黒板ではなく映像や画像で拡大提示をして、一人ひとりに思考をさせ

ます。それを二人で議論させたり、グループで問題解決させて発表をさせ、一つの解に導

いていきます。まさに先ほどのアクティブラーニングと似ているのですが、こうした協調

的な問題解決の学習は、先ほどの学力の問題と関わるのです。 

 次の 21世紀型の解が無いようなものを、きちっと見出していくことにつながったり、場

合によっては、学力テストで言うと B 型問題みたいなものにかなり近いかと思うのです。

そういったことを指導できる力を、やはり先生方につけていくことが重要だというように

思います。 

 それから三つ目は、同僚性とか社会性とか、先生のコミュニケーション力の問題を課題

として挙げたいと思います。同僚性については、河村先生がおっしゃったことと全く重な

ります。 

 もう一つ、いまの先生の役割としてすごくあるのは、コーディネーター型の役割という

のでしょうか。先生も保護者の方々からそのリソースを引き出したり、地域のリソースを

引き出したりしながら、学力向上や集団での課題解決をするのが非常に重要だと考えたと

き、かつてない役割としてですが、保護者や地域ないし専門職のカウンセラーの人々や地

域コーディネーターの方々と関わりながら子供を育てていくというような、そういう社会

性をどう育てるのかというところです。 

 なかなか、学校の世界は非常に狭いということもありますので、そういうことが非常に

求められる時代になっているかと感じています。 
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○中山座長 ありがとうございました。ほかにどなたかご意見は、どうぞ。 

○本堂委員 先ほど宮田さんが「学校には先生しかいないのか」とおっしゃっていました。

実はそういうところに、もっと外部からの風を入れなければいけないということです。「開

かれた学校」という言葉が使われ始めてから、随分にはなりますけれども。 

 私が先ほど紹介したプロジェクトのシステムですが、この漢字検定は伸びがわかりやす

いのです。「子供が具体的な目標を持ちやすいから、一つこれでやってみないか」という案

は「プロジェクトの委員になりたい」と名乗りを挙げた十数人ほどの保護者の中から出て

きたのです。 

 保護者の企画力というのは実にすばらしいものがあります。そういった意味では、学校

の教員というのは硬いのです。保護者の皆さんには、結構一流企業に勤めていて子育ての

ために辞めた人もいるし、また英語力のある人もいます。それぞれに皆、いろいろな個性

とすぐれた能力を持っている方々が「自分の持っているものを学校教育に生かせるのなら」

ということで集まってくださったわけです。 

 それは、もうすばらしい企画力を発揮してくれました。そして、一部の保護者だけで学

校を支えるのではなく、すべての保護者がこのプロジェクトに関われるようにするにはと

いうことで、主たるプロジェクト委員の周りに全部そういう人たちを配置するシステムを、

また考え出したわけなのです。 

 それはどういうものかと言うと「ボラボラ」という名称なのですが、他の保護者の皆さ

んにはボランティアとして漢字検定の採点とか、学習教室の補助的な役割というようなも

のを、ちょっとした時間に来てやってくれないかと呼びかけるシステムをつくってはどう

かということなのです。これには、かなりの保護者が登録をしてくれました。 

 これまでのような電話連絡網では、全保護者にはなかなか一度に連絡がいきません。保

護者の皆さんはだいたい携帯電話を持っていますので、携帯メールで一斉配信するシステ

ムを考え出したのも保護者なのです。そして、そのボラボラの事務局を私たちが引き受け

るということで、個人情報を守るために、名前は忘れたのですがそういう会社に PTA 会費

から年間いくらか払って、個人情報もそこで守ってもらうということも、きちんとやって

くれたわけなのです。 

 広い視野といい、知識といい、能力といい、教員に勝る能力を持っていることがよくわ

かりました。そういった保護者や地域の力を、学校教育に導入しない手はないと思います。

これを一つ、千葉でも取り組まれてみてはどうかと思います。 

○宮田委員 そういう案が、先生から出てこないのが問題なのです。父兄からそういうの

が出てくるわけでしょう。先生がそういうことをやればいいではないですか。私が知って

いる先生に話を聞くと、変わったことをやると、周りからいろいろ言われるというのです。

みんな横並びで同じことをやっていないとまずいし、目立っては駄目だというのです。私

たちの世界とは全く違います。私たちは目立たなかったら駄目ですから。 

 だから、先生の間から「漢字検定をしましょう」とか「父兄を巻き込みましょう」とか、

そういう新しい案が次々と出てくるのが、私はやはり普通だと思うのです。しかし、どう

もそうではなくて、隣をきょろきょろ見て「みんな同じで行こう」という、そんなムード

があるでしょう。やはり、そういうのは駄目ですよね。そう思いました。ごめんなさい。 

○中山座長 鈴木先生から、熱い視線が飛んできました。 
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○鈴木委員 おっしゃるとおりだと本当に思います。さらに言うと、いま若い先生方には

生活体験がないのです。先ほど、実は芳沢先生とも「論述できる力」というのを休み時間

に少しだけ話をしていたのです。昨日、私は本当に一生懸命にこの問題を解きました。ゆ

とり世代の前の世代だから、一生懸命に xyz=1をあてはめて解きました。 

 それで「論述できる力」は何からくるかというと、体験なのです。実は教育委員をやっ

ていたときに校長先生方がすごくご苦労なさっていたのは、若い先生方が飯ごう炊さんす

らできないということです。つまり、新聞紙を山ほど持ってきて、上から火をつけて、ご

飯が炊けると思っています。 

 ですから、論述試験と同時に、2 次試験にはそういう体験の試験を入れていくとおもし

ろいのではないかと思います。遊びの体験や、いろいろな生活の暮らしの感性みたいな試

験を実技試験で取り入れていかないと、模擬授業では徹底して大学でトレーニングしてし

まってから出すので、それでは駄目だと思っています。2 次試験には体験の力が必要なの

ではないかと、いま先生方の意見を伺って思いました。失礼しました。 

○中山座長 ありがとうございます。 

○宮田委員 私だけが話していて申し訳ありません。前に申し上げたかどうかわからない

のですが、おもしろい例があります。私はモンゴルという国に、毎年 7月に 1カ月間、ボ

ランティアで日本語を教えに行っています。その学校は、モンゴルでは 1 番頭のいい学校

です。日本にも 200 人くらい来ていて、桜美林にも何人か留学生がお世話になっているの

ですが、その学校で今年から始めたことがあります。 

 というのは、校長先生が代わってその校長先生が「私はこれだけは絶対にやります」と

言って始めたのは何かと言うと、モンゴルは遊牧民の国ですから、全員に遊牧民の体験を

夏休み中にさせるということで、校長先生は 1カ月と言ったのです。 

 遊牧民の生活というと、まずお風呂がありません。水道はありませんから。電気もない

のです。そういう生活を 1 カ月間、子供たちに体験させましょうというものです。なぜか

というと、この子たちはモンゴル人の心を忘れていて、いまはもう遊牧民ではなくて都会

人になってしまっています。 

 その子たちを 1 カ月間、そういうところへ放り投げて体験させようとしたら、1 カ月と

言った途端に、父兄とか他の先生が「それは無理でしょう。3、4日でしょう」という話で

す。「3、4日では駄目だ」と言って、けんけんがくがくとやりましたが、結局 10日間くら

いは体験をしたと思います。 

 私は「保険をかけなさい」とは言ったのですが、その 10日間全く先生は手伝わず、自分

で 1 キロくらい離れたところから水を汲ませ、その汲んできた水をどう使うかを全部考え

させて、自分たちが死なないように 10 日間暮らすという生活を体験させました。若い 38

歳の校長先生ですが、これはとてもいいことなので、大いにさせなさいと思いました。 

 いま鈴木先生のお話を聞いていて、これは申し訳ないのですが、私たち団塊の世代が悪

いと思いました。あまりにも日本を、物質的に豊かにしてしまいました。 

 私は神主ですのでちょっと宗教家みたいなことを言うと、宗教家は物質が豊かで心の貧

しい人は救えないのです。物質的に貧しくて、心の貧しい人は救えます。いま日本は、物

質的に非常に豊かですが、心が貧しいです。これは、宗教家は救えません。救うのは非常

に難しいです。そういう状況に日本の国は立ち至っているのではないかと、私は非常に危
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惧感を持っています。 

 ゆえに、もっともっと日本人とは何なのかとか、日本人の原点といったものを、もう一

度考え直していただきたいと、私は常々思っているわけです。私ばかり話して申し訳ない

です。 

○中山座長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。どうぞ。 

○本堂委員 先ほどの動機づけということを、私もどういうふうに考えたらいいのだろう

かと思っています。実はまた漢字検定に戻りますが、漢字検定の委員として、一生懸命子

供たちの漢字力を高めるためのお手伝いをしてくださったというか、企画から運営まで保

護者と教員が全部やっていますが、その中でついに教員になってしまった保護者がいるの

です。 

 なぜだったのかということを、最近改めて聞いたのですが、子供が漢字を 1 級、1 級と

受かっていくために、一生懸命に目標意識を持って取り組んでいる真剣な姿に、とても感

動したということでした。 

 それから、100 点とれないと、次の級には進めません。80 点以上とかそういうことでは

ないのです。1年生から 6年生までに習得しなければならない 1006文字を、1年生から段

階的に 100 点をとりながら進んでいかなければいけないから、かなり習得率は高くなるわ

けです。 

 100点とるために 1つでも間違うともう駄目で、B問にまた挑戦しなければいけないとい

うことですが、それでも決してあきらめないで取り組んでいる子供の姿に、まず感激した

そうです。そして、努力して努力して、100 点とって「合格した」と狂喜乱舞する子供の

姿にまた感動したということで、その人はそれが動機づけになったのです。「教育という仕

事は、何と素晴らしいのだろう。子供のこういう姿を引き出すことができるのだ」と。 

 それで大学は出ていたけれど、教員免許は持っていなかったので、通信教育で教員免許

をとって、ついに教員になり、いま世田谷で頑張っています。きっといい先生になってい

るのだろうと思います。それが、その保護者であるお母さんの動機づけだったのです。子

供の姿を見て、教育の素晴らしさに目覚めて、自分もこういう仕事ができる教員になりた

いということです。 

 そうすると、今度は子供の側に立ってみたときに「はじめに動機ありき」とか「はじめ

に明確な目標意識あり」ではないと思うのです。例えばその漢字検定 1 つで、自分はでき

なくて苦手だと思っていた漢字が、頑張ったらできるようになったということです。そう

やって、知らなかったことを知ることができるようになりました。 

 そして、自分を励ましてくれる大人たちが周りにいてくれます。認められる喜びといい

ますか、動機づけというのは喜びなのです。自分を発見する動機づけです。自分に対して

自信を持ったり意欲を持ったりして、将来を見つめ、そこに向かっていくようになるので

す。 

 どこにどんなきっかけがあるかわからないのです。だから、精いっぱいその子を応援し、

開いてやる努力をすることが、最も動機づけになることであり、有効な進路指導になって

くるのかと思いました。以上です。 

○中山座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○河村委員 最後に、学校の問題でちょっと言いたいのですが、いま首都圏の方では、ポ
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ストの上昇を動機づけにして教員が頑張るというのは、終わっているのではないでしょう

か。要するに、管理職になりたがらないのです。ということは「現状維持でいいではない

か」とか、「私は偉くなりたくないのだ」ということが、もう教員の世界にも入ってきてい

るわけです。 

 そうすると、そういう人たちをどういうふうに動機づけていくのか、これはものすごく

大きいと思うのです。それがないと、結局は「どこまでやりなさい」というふうに、管理

していくことになってしまいます。私はそれでは駄目なのではないかと思うのです。 

 若い世代と 50代が多く、ミドルがすごく少ないです。でも、このミドルをきちんと活性

化していかないと、駄目だと思うのです。このミドルのところで、きちんと向上心を高め

てやっていく人と、現状維持を志向していく人とに 2極分解していくと思うのです。 

 千葉県はどうなっているのかわからないですが、勤務異動とか、その辺の仕組みを少し

変えて、いろんな地域を見せてあげるのは大きいと思うのです。どこの学校もみんな当た

り前のことを、当たり前と思ってやっているのです。 

 だけど、はたから見ると、当たり前の質とレベルが、学校ごとに地域ごとに違うのです。

このくらいのレベルは当たり前とやっている学校もあれば、このくらいの低いレベルを当

たり前とやっている学校もあります。そこにまず気づくことが第一歩になるのかというこ

とです。そういう学校の教員組織をつくっていく必要があるだろうと思っております。以

上です。 

○中山座長 ありがとうございました。本日のテーマにつきましては、ここまでとさせて

いただきます。本日の学力向上と、教員の資質向上については、第 5 回懇話会でもう一度

協議をさせていただきたいと思います。その際、学力向上については、だいたい 4 点くら

いにまとめることができるのかなと思います。 

 第 1 点は、学力のとらえ方です。学力をどうとらえるかということで、習得すべき学力

の内容です。どのような学力が必要なのか。先ほど芳沢先生から書く能力とか、国語力と

いうお話が出ました。そして、科目の垣根に相当するような学力をつけるというのがあり

ました。 

 それから、そのためにどういう能力がつくのかという目標の提示です。そして、授業方

法の改善ということが、学力に応じたとらえ方によって変わってくるのではないかと思い

ます。そういう点です。 

 2 番目は、動機づけも含めまして、学習そのものの質と量を、どのように充実させてい

くかという具体的な提案で、これについて話し合いたいと思います。 

 3 番目としては、その学力向上、支える基盤としての生活習慣、あるいはよりよき学級

集団はどうあるべきか、よりよき学級集団をどのように形成していくかという方策につい

て、議論を深めたいと思います。 

 最後になりますが、4 番目は千葉県特有の学力問題は何かということです。他県と比較

研究して、私たち千葉県が特に力を入れなければならない学習方法論、学習内容について、

何かフォーカスを与えることができればいいと思います。 

 「教育の資質向上」については、もう既に全国都道府県の教育長協議会の第 3 部会が、

今年の 3 月に報告書を出しております。その中で、教員に求める資質能力としてのベスト

5を言いますと、1番は授業力、教科指導力、学習指導力。2番は実践的指導力。3番は豊
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かな人間性・社会性。4番は先ほどから出ている教育に対する情熱、使命感。5番目は専門

的知識・技能。6 番目に子供に対する理解力とあるのですが、こういうものをどうやって

養成していくかということです。 

 先ほどのお話では、先生個人の活性化という視点が一つあります。教員の意識改革も含

めたいろいろな体験とか、先ほど河村先生からありました教員組織の活性化をどうするか

ということも大切です。個人と学校システムの活性化を、両方とも考えていかなければな

らないと思います。 

 そして、そのときにまず教員研修等いろいろあると思いますが、入り口のところで、ど

のような能力を教員に問うのかという採用試験の問題があります。もう 1 つは、教員研修

の中身です。先ほどアクティブラーニングという言葉が出ましたが、教授法の改革です。

地域社会と学校がどう関わり合いを持っていくかというサービスラーニングの考え方も、

私はアクティブラーニングと一緒に考えていくべきかと思っております。 

 もう一つは、学校のガバナンスです。先程お話に出てきました校長のガバナンスは、学

校組織をどうまとめていくかということです。そういう点について、次回は考えていきた

いと思います。教員の使命感については色々な見方があると思いますが、締めくくる言葉

として、私の好きな言葉があるので申し上げたいと思います。 

 教育とは、流れる水、流水に墨で字を書くようなものである。いくら字を書いても流れ

ていくわけです。しかし、岩盤にノミで刻み付ける真剣さがなくてはいけない。私たち教

員に求められているのは、この真剣さであるということです。 

 こういうふうに、個人的には考える次第でございます。まとめになったような、ならな

いようなコメントでございますが、そういう議論を中心に、第 5 回目の懇話会ではもっと

具体的な提言内容に入っていければと思っております。それでは、教育長から何かコメン

トはございますか。 

○瀧本教育長 失礼いたします。本日は年末が近づいている中、各委員の先生方、本当に

忙しい中ありがとうございました。千葉県の子供たちの学力向上は、まだまだ子供たちが

持っているポテンシャルを、伸ばしきれてはいないのではないかという認識を持っており

ます。今日は本当に多方面にわたるご指摘をいただきまして、ありがとうございました。 

 また、今後もお世話になりますが、併せて教員集団、千葉ならではの課題についても、

いま座長から宿題をいただきました。今後の会議に向けて、私どもは論点整理をさせてい

ただいて、提示をさせていただきたいと思っています。 

 本日は、子供たちの学力についても、子供たちに対する動機づけという点が大事ですし、

目標をどう示していくのか、もしくは教員集団そのものも教員の動機づけという意味で、

共にそうした点についてどう対応していけば千葉県の子供たちが力を伸ばしていけるのか

という点で、多くの視点を与えていただくことができました。 

 お忙しい中、ありがとうございました。また、引き続きよろしくお願いいたします。ど

うもありがとうございました。 

○中山座長 どうもありがとうございました。 

 

５ 今後の会議の流れについて 

○中山座長 それでは、今後の会議の流れなどについて、事務局からお願いいたします。 
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○石橋教育政策課長 今後の日程等について、ご説明させていただきます。資料の 6 をご

覧いただきたいと思います。今後の日程につきましては、委員の皆様と調整させていただ

きましたが、なかなか全員のご都合の合う日がありませんでした。日程の合わない委員の

方には大変申し訳ございませんが、できるだけ多くの委員の皆様が出席できる日というこ

とで、設定させていただきました。 

 次回、第 4回につきましては、平成 26年 1月 30日(木)午後 5時半からの開催を予定し

ております。テーマは幼児教育・家庭教育ということで、幼児教育の質の向上ですとか、

家庭教育支援のあり方、また家庭・地域・学校等の連携など、様々な視点からご意見をい

ただきたいと存じます。 

 また、いじめ防止、道徳教育の充実について、2 回目の意見交換をお願いしたいと考え

ております。前回の会議で、いじめ防止については共通の方向性、あるいは論点が提起さ

れたのではないかと考えております。 

 特に前回の最後に芳沢委員の方から「いじめにあっても、隠して追い詰められる子供の

立場に立った、具体的な手立てを考える必要があるのではないか」といった問題提起もい

ただいたところでございます。次回の会議では、そうした前回の意見交換を踏まえまして、

より具体的なご提案をいただき、議論を深めていただければと考えております。 

 また、道徳教育の充実につきましても、中山座長の方から、教科書ですとか、指導者と

しての教員養成の問題、評価の問題、指導方法の問題といった視点が示されました。これ

も前回の意見交換も踏まえながら、さらに議論を深めていただければと考えております。

よろしくお願いいたします。 

 最後の第 5回につきましては、26年 3月 14日(金)午後 5時を予定しております。学力

向上、教員の資質向上、幼児・家庭教育について、再度ご意見をいただきたいということ

です。また、まとめといたしまして、それぞれのテーマについての論点整理ができればと

考えております。 

 なお、会場につきましては、現在のところ決まっておりませんので、別途ご連絡という

ことでよろしくお願いいたします。事務局からは、以上でございます。 

○中山座長 ありがとうございました。ただいま事務局からご説明がありましたが、委員

の皆様から何かご意見はありますか。よろしいですか。 

 本日はどうもありがとうございました。大変貴重なご意見をいただきました。本日いた

だきましたご意見は論点を整理して、第 5 回の懇話会で本日お集まりの委員の皆さんとと

もに、もう一度検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本日の議事はすべて終了いたしました。ご協力ありがとうございます。マイクを

事務局に返します。よろしくお願いします。 

 

６ 閉会 

○司会 委員の皆様、長時間にわたりまして、ありがとうございます。本日の議事の内容

につきましては、議事録を作成しまして、県教育委員会のホームページ上で公表させてい

ただきます。なお、公表に際しましては、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。 
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 また、冒頭に申し上げましたとおり、本日配付した資料につきましては、一部を除いて、

事前にお送りしているものでございます。念のため申し上げますが、重複するものについ

ては、机上にそのまま置いていただいて結構です。 

 それから、事務的な連絡でございますが、車でご出席された方につきましては、駐車券

をフロントにご提示いただければと思います。以上をもちまして、第 3 回の懇話会を終了

とさせていただきます。本日は、大変お忙しい中ありがとうございました。 


