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第４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 26年 1月 30日(木) 17:30～20:30 

場 所  ホテルポートプラザちば４階「房総」 

 

１ 開会 

○込宮室長 ただいまから第 4 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。初めに、本日臨時委員として御出席を頂いている委員の中で、今回

初めて御出席を頂く委員の方を御紹介します。学校法人市藤学園理事長、社会福祉法人星

の子理事長の市川由貴子委員です。よろしくお願いいたします。なお、幼児教育・家庭教

育の分野で臨時委員をお願いしている高橋えみ子委員におかれましては、本日、所用によ

り欠席ということで、次回の会議には出席の予定ですので、その時に改めて紹介をさせて

いただきます。河村委員、臨時委員の田沼委員におかれましては、御都合により出席でき

ないということです。芳沢委員につきましては、出席予定でしたが、急に体調が悪くなっ

たということで御欠席です。なお、永田委員におかれましては、若干、遅れる旨の御連絡

を頂いております。それでは、ここからの進行は中山座長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○中山座長 本日は委員の皆様方におかれましては、本当に御多忙のところ、御出席を頂

き誠にありがとうございます。前回の第 3 回の会議では、学力向上と教員の資質向上がテ

ーマでした。そこで、私が非常に重要だと思いましたのは、千葉における 21世紀の教育の

再構築をするに当たり、真の学力とは何かという問いが極めて重要であって、その理解を

深めていくことが大前提だという感を新たにしたいという点です。それが、千葉における

教育の目標設定につながりますし、それがないと、どのようなペダゴジーといいますか、

教育法といいますか、何が有効なのかという議論もなかなか進まないのではないかと思わ

れました。その学力向上と、次のテーマである教員の資質向上は表裏一体だという感も強

くいたしました。そのような観点から、前回の議論は非常に有意義なものであったと言え

ると思います。この懇話会では、皆さんの忌憚のない意見を発していただきまして、いろ

いろな方面から議論していただき、それぞれのテーマについての理解を深めていきたいと

思います。 

 

 

２ 前回の会議の概要 

○中山座長 最初に、前回の会議の概要について、事務局から御説明を頂きたいと思いま

す。 

 

○石橋課長 教育政策課の石橋です。資料 1を御覧ください。「第 3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します。 
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 第 3回の会議では、学力向上と教員の資質向上をテーマとして、臨時委員 2名を加えた

7名の委員の皆様から御意見を頂きました。主な御意見を申し上げます。「学力向上」につ

きましては、本堂委員から、子供の学力向上に関して、教員の実践的指導力の重要性。驚

きや感動と出会う体験の重視。学習規律の大切さ。問題解決型授業や保護者の力の導入の

必要性などについて御意見を頂きました。 

木村委員からは、学力を幅広く捉える必要があること。千葉県の子供の学習時間の「中

間層」の薄さや計画的学習が行われていないといった問題。中学校卒業段階までに、自律

的な学習者としての能力を身に付けさせる重要性などについて御意見を頂きました。 

鈴木委員からは、睡眠や朝食など、生活習慣は学力を作る根っこであり、乳幼児からの

積み重ねが大切である。 

河村委員からは、学力向上には、学習活動と生徒指導をトータルで見ていくことが必要

であり、学級集団を良好な状態に安定させることが大切である。 

芳沢委員からは、「書く」能力や国語的理解力が不足しており、力を入れていくべきであ

ること。また、試行錯誤の体験が大切であるといったような御意見を頂きました。 

意見交換においては、今の時代は勉強する必要性を感じにくい。一番必要なのは、いか

に動機付けするかである。現代は、伝統的な学力とは異なる汎用的能力が求められてきて

おり、基礎的な学力とどう並行して教えていくかが課題である。学力向上については、学

力の捉え方、学習の質と量、生活習慣や学級集団の在り方、県特有の問題といった論点が

あるなどの御意見を頂いたところです。 

二つ目のテーマの「教員の資質向上」については、本堂委員から授業づくりの重要性、

授業参観の見直しや若手とベテラン教員の磨き合いの取組。校長のリーダーシップ、コー

ディネーターの役割などが鍵であることなどの御意見を頂きました。 

河村委員からは、教員一人一人が使命感を持ち、学び、高めていこうという意識や、使

命感が高く、学び合い、高め合う教員組織の構築が重要である。 

芳沢委員からは、教師の説明力が弱くなっており、教員採用試験に論述式試験が必要で

あるといった御意見を頂きました。 

意見交換におきましては、教育の使命について、研修できちんと伝えてほしい。学校に

行政職を入れ、教員は専門職として教えることに特化すべきである。保護者・地域の力を

学校に導入する必要がある。論述できる力は体験から生まれるのであり、教員二次試験に

生活体験や暮らしの感性を問う試験を取り入れるべきである。ポストが動機付けにならな

くなっており、ミドル層の活性化が課題。いろいろな地域を経験させてはどうか。教員の

資質向上には、学校システムの活性化、教授法、地域との関わり、教員採用における能力

評価、校長のガバナンスなどが論点となるなどの御意見を頂いております。 

詳細については、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す。 

 

３ 幼児教育・家庭教育の充実 

○中山座長 ここから本日のテーマに入ります。本日は、「幼児教育・家庭教育の充実」と

「いじめ防止」「道徳教育の充実」の 2回目ということですので、皆さんの忌憚のない御意

見を伺いたいと思います。まず、「幼児教育・家庭教育の充実」からお願いします。幼児教
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育・家庭教育の充実について、事務局から千葉県の現状や、取組について御説明願いたい

と思います。 

 

○石橋課長 資料 3-1 を御覧ください。「千葉県の家庭教育支援の取組」という資料です。

平成 18年に教育基本法が改正になり、第 10条として家庭教育の条文が加わりました。「父

母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有し、生活のために必要な習慣を

身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるも

のとし、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、支援に努めなければな

らない」とされました。 

 本県では、総合計画や教育振興基本計画に家庭教育の支援を位置付け、教育の原点とし

ての家庭の教育力向上とその充実を図るため、様々な事業を実施しております。 

 このうち主なものを御説明します。2 ページ、広く県民に子育て情報を提供する取組と

して、ウェブサイト「親力アップいきいき子育て広場」を開設しております。生活習慣や

家庭学習など、子育てに関する知識や手立てを分かりやすく提供するとともにメール相談

を行っているものです。このウェブサイトには、パソコンや携帯電話から年間 100 万件を

超えるアクセスを頂いております。 

 また、家庭教育支援団体データバンクというものをホームページに掲載して、家庭教育

や子育てに関する講演や相談等に取り組んでいる団体の情報を提供しております。7 ペー

ジにその団体一覧を付けておりますが、現在、県内では 100の団体が登録されております。 

 次に市町村への家庭教育支援として、市町村相談員及び子育てサポーターリーダーを養

成するための研修講座を開催しております。3 ページ、このほか、家庭教育の関係者によ

る研究協議会、懇談会、あるいは家庭教育相談員の協議会を開催して、家庭教育支援体制

の充実を図っているところです。また、親の学びプログラムを開発して、県内各市町村に

普及を進めていくこととしております。 

 次に学校を通じた家庭教育支援として、「学校から発信する家庭教育支援プログラム」を

作成しております。このプログラムの内容については、14 ページと 15 ページに示してお

ります。このプログラムにおきましては、学校種別ごと、幼稚園、小学校、中学校編と別

れているわけです。その種別ごとに、子育てや子供の教育について保護者を啓発するため

の資料やフォーマットなどを、教職員がすぐに使えるように CD-ROMに収録して、各保育所、

幼稚園、学校に配布しております。このプログラムを活用することにより、学校を通じて

教育に関心の低い家庭も含め、全ての家庭への啓発を図っているところです。 

 4 ページ、家庭教育リーフレットを幼児、小学生、中学生、それぞれごとに作成して、

入学式等で全家庭に配布しております。このリーフレットは、基本的な生活習慣や、家庭

学習など、家庭教育のポイントをまとめたもので、小・中学生版におきましては、親子で

家庭の状況をチェックしながら話し合えるという工夫もしております。 

 企業と連携した家庭教育支援の取組については、教育分野で社会貢献活動に取り組んで

いる企業の登録制度を設けております。現在、県内では 371 の企業が登録しております。

また、企業の社内研修などを利用して、家庭教育に関する講座を年に 3～4の企業で実施し

ているほか、子供が親の職場を訪問して働く姿を見るという、「子供参観日」キャンペーン

を実施しております。子供参観日に参加しているのは、平成 25年度では県庁のほか、企業



4 

 

等 21団体で実施されております。 

 資料 3-2、「就学前の子供の教育・保育の充実」という資料です。千葉県における幼稚園・

保育所の年齢別在園状況ということで、下にグラフを付けております。5歳児以上は 63.6％

が幼稚園、31.3％が保育所、合わせると 9 割以上が在園している状況です。教育基本法第

11条にあるように、幼児期は人間形成の基礎が培われる重要な時期であり、全ての子供た

ちが教育を受けることができるよう支援の充実を図る必要があると考えております。 

 2 ページに本県の取組を示しております。一つとしては、良好な教育環境を確保するた

め、私立幼稚園への助成の充実。また、保護者の就労状況等、ニーズに合わせた保育環境

の充実。幼稚園や保育所の地域における子育て支援拠点としての推進などの施策を展開し

ております。 

 資料 3-3、「認定こども園」について御説明します。認定こども園は、就学前の子供の教

育、保育を一体として捉え、一貫して提供する新たな枠組みとして平成 18年度に創設され

たものです。 

 2ページ、現在、千葉県内には 26か所の認定こども園が認可されているという状況です。 

 3ページ、平成 24年度に子ども・子育て関連 3法案が制定され、幼児期の学校教育・保

育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するという趣旨の下、認定こども園制度の

改善が行われることとなりました。幼保連携型の認定こども園については、現行では学校

教育法と児童福祉法に基づく二本立ての体系になっておりますが、改正後は学校及び児童

福祉施設の法的位置付けを持つ単一の施設として、認可や指導監督、財政措置が一本化さ

れ、教育・保育の一体的提供を推進していくこととされております。 

 資料 3-4、「教育庁における幼児教育への取組」については、幼稚園教育の様々な課題に

ついて、隔年で指導資料集を作成しており、最新の指導事例を紹介しております。参考と

して、平成 24年度と平成 26年度の内容を示しております。二つ目として、幼稚園等の初

任者に対して研修を実施しております。2ページにありますように、園外研修と園内研修、

それぞれ各 10日間の研修を実施しております。このほか、研究協議会の開催、また学校教

育指導指針の幼稚園版の作成、配布などを通じて、幼児教育の充実を図っております。 

 4ページ、「乳幼児と触れ合うなどの体験を伴った授業について」という資料です。将来、

親になる子供たちに、乳幼児と触れ合う子育て体験学習を推進しております。中学校や高

校の技術・家庭科、あるいは家庭科の授業におきまして、幼稚園や保育所を訪問したり、

母子を学校に招き、乳幼児との触れ合い体験を行っているものです。家庭教育・幼児教育

に関する取組についての説明は以上です。 

 

○中山座長 ただいまの御説明について、特に御質問はありませんか。なければ、次に幼

児教育・家庭教育について、臨時委員として御出席を頂いている市川委員から御意見を伺

いたいと思います。誠に恐縮ですが 15分程度でお願いします。 

 

○市川委員 私は私立の幼稚園を一つ、保育園を二つ、そして、その保育園一つと幼稚園

とを合わせた幼保連携型の認定こども園。そのほかに、学習塾等を経営しております。 

 千葉県全体を網羅して把握している所は、1 経営者としても少ない部分もたくさんある

かと思いますが、経営的な視点も含めて私の意見を述べさせていただきます。どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

 お手元に資料を配布しております。いかに 15 分間で内容を発表できるかということで、

もう 1度考え直して、前方のスクリーンに映しております。 

 現状として、家庭教育は今どんな時代かということを総称しますと、非常に親が孤立し

て、孤独の子というような時代に入ってきているのではないかと全体を見ております。そ

れはなぜかと言いますと、一つは晩婚化、高齢出産。また、子どもをあまりもたない世帯

が増えています。結果的に、家庭における児童が１人という世帯が増加してきており、平

成 24年度の厚生労働省の調査結果から見ると、児童のいる世帯の中で子どもが１人だけと

いう割合は４割以上という全国的な結果になっております。子供を産むまでに全く赤ちゃ

んと接することがなかった母親というので、横浜市の今回の子ども・子育て会議のニーズ

調査の中間報告として出てきているのですが、75％の人が赤ちゃんに触れることなく親に

なっているという現状があります。2 番目に大きなことは、相談相手・支援者の少数化と

いうことで、結果的に育児能力の低下につながっています。ですから、この方々がどうし

ているかというと、1番は ITから情報を収集する傾向が非常に強い。その結果として、親

自身が何が正しいのか、どんなことだったら良いのかということが、情報過多の中で、逆

にそれをきちんとつかむことができず、また正してくれる人がおらず、生活リズムが乱れ

る。鈴木先生からも発表がありましたが、非常に夜遅型で朝遅型。食事も偏食であったり、

場合によっては長時間のメディア接触でテレビに子守をさせておく。更には食事のいろい

ろな問題がありまして、アレルギー体質等の増加があります。後ほど時間があれば、資料

を見ていただきたいと思います。 

 そのようなところから、結果的には運動能力の低下ということで、子供自身の遊び込み

が足りないということになり、子供が子供らしく育つという状況にはなっておらず、ベネ

ッセさんの資料によりますと、2007年の 5歳の子供は、1985年の 3歳の子と運動能力が同

じである。約 2 年間、そこで運動能力を損失しているというか熟成されていないと。最終

的な子供の育ちとしては、大きな臨界時期ですから、その前の時期にこれだけ損失してい

ると、大きな問題が生じてきているのが実際ではないかということです。 

 それに伴い、語彙、言語、コミュニケーション能力等の低下が出てきていることが、結

果的には知恵や言葉、社会性というものの遅れになっています。その第 1 原因は、これは

私見ですが、紙オムツの交換回数が減少している。これが 1 番の原因ではないかと私自身

は感じています。私どもで毎年 100人に生のアンケートを 0歳、1歳で行っています。1歳

前後の排尿・排便で、通常は 12回ありますが、これが今は最低の使用数が 4枚です。とい

うことは、1 日の中で、使用数 4 枚の子は、残りの 8 回は声をかけられることもスキンシ

ップをされることもないと。こういう子たちがコミュニケーション能力が高かったり、き

ちんとした発育ができるということは奇跡的な話になりますので、相当の問題が生じてい

ると感じています。 

 それから、父性の低下が全般的に見られる傾向です。父親が、社会規範で良いとか悪い

とか、社会の厳しさとかをしっかりとした形で伝えていただきたいところですが、2 番目

に書いているように、事故、けが、交友関係等のいろいろな問題が出てきたときに、母親

よりもまず先に父親が怒鳴り込んでくるという状況が発生しています。 

 いろいろなことがあって、家庭でも事故やけが、いろいろなことが起こりますが、園に
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対しては、とても強い勢いで怒鳴り込んでくる親が増えている。先生方が非常にやりにく

い状態です。母親自体はどうかというと、1 人しかいない、または多くても 2 人ぐらいの

子供たちに対して、育児のプレッシャーと不安の増加ということで、まず、育児そのもの

は失敗が許されないという感情が非常に強いのです。同時に、親が親としての熟成といい

ますか、成長がされていないということもあり、怒りをしっかりとコントロールできない

で、育児を楽しめていない。これも後で、調査結果がありますので見ていただきたいと思

います。児童相談所の虐待件数は、平成 25年度は 6.7万人になりました。これは氷山の本

当に一角で、日常的にはもっともっと虐待に近い状態が行われていることを痛感していま

す。 

 これらに対してどうしたらいいかというと、千葉県の施策の中にもありますが、やはり

幼いうちから、赤ちゃんや乳幼児に触れる体験を通して、生命への畏敬とか母性の熟成、

それから育児力を助長することが必要ではないかと。親自身が幅広い年齢層の人とつなが

ることが必要ではないかと感じています。 

 幼児教育の観点からは、親育ちの場が非常に減少しているということで、結果的にはい

ろいろ学んでおかなければいけないことが学べないと。1 番は核家族。または父親の育児

時間が非常に短い。これは企業も含めて、ワークライフバランスの日本全体の問題として

改善が必要ではないかと感じます。親自身が兄弟・姉妹が非常に少ない。または地域コミ

ュニティへの不参加、参加をしていない。両親等が近距離には住んでいないので、教えて

もらうことができない。過疎地においては、公的施設が非常に少なくなっているのが大変

な問題だと思います。公園も老朽化していますし、公園へ行ってみると使えない遊具がた

くさんあって、その場が子供たちの遊び場に適当ではない所になってしまっているという

ことです。 

 もう一つ大きな問題としては働くお母さんということで、待機児童解消ということで、

そちらばかりに世間の目が向きがちです。その方々は一般的な人もいますが、中には子育

てを保育園任せ、非常に子育てを依存的に進めていく傾向が強くなっていることを感じま

す。ですから、家庭育児への支援の軽視が問題であって、幼稚園に入っている親たちが、

最終的には学校の役員や地域の役員等を含めて、実際にコミュニティを支えています。保

育園の親たちは、仕事があるから、何々があるからと言って、こういう役職にはほとんど

就かないというのが実態です。 

 同時に、親がきちんと関わって、子供ってこんなものということがしっかり理解できて

いないことによって、軽度発達障害に似た症状が、これは先天的に持っているものではな

くて、育児の問題において発生する症状が非常に多くなってきているのと同時に、その軽

度発達障害そのものを発見できないという状態にあります。または発見しても受け入れる

ことができない。 

 県の施策にもありますが、いろいろな勉強の仕方はあるかと思いますが、やはり、議会

も通っていることですので、全ての親たちに親学など、親力を育成することが非常に必要

ではないかと強く感じます。 

 次に幼児教育の 2 番目としては、公費の格差がかなりの問題です。ここの資料の中にも

ありましたように、5 歳児の 66.2％が幼稚園、33.1％が保育園を使っているのですが、特

殊な例というか普通の例といいますか、挙げますと、保育園で 135 万円以内の非課税範囲
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の収入を得る仕事をされている方は、ほとんど保育料が無料です。0 歳の子供には、千葉

県全体というより市町村によってかなり違いますが、私の試算では約 193 万円が使われて

います。135万円働くために 190万円使うのかと。おかしいんじゃないのということです。

それでは家庭育児をしている人はどうなっているかというと、児童手当が月 1 万円しかも

らえていないと。こういう実態がずっと続いて、今度は幼稚園の全体的な支援としては、

最終的に千葉県のほうの経常費補助を 17万 6,000円前後とすると、それは園のほうには頂

いていますが、個人的には 0 円の方もたくさんいらっしゃる。市町村によっては、就園奨

励費等もない所がありますので、所得に応じた就園奨励費の第 1 子への配分というのも、

どのぐらいの割合で受けているのかというと、全児童の中の 50％未満ですので非常に少な

い。しかし、反対に保育園のほうでは、最高額では 74万 5,000円程度使われていますから、

これが本当に税金の正しい在り方なのかということが疑問視されます。これは県の問題で

はなく、国の問題ですが。 

 保育料がどうなっているかというと、幼稚園においては公立と私立の格差が年間で約 30

万円ぐらいあります。公立の幼稚園がある所というのは、千葉県全体で数字は県から出し

ていただいていますが、非常に少ない。実際には、ほとんどが私立の幼稚園になります。

保育園は、私立も公立も所得によって徴収されますので差はありません。2番目について、

保育園では保育料が第 2子は半額、第 3子は無料です。幼稚園においては、現在は減額な

いしは無料というのはないです。平成 27年度から行われる新法において、幼稚園では、第

1子に対してどのぐらいとか、5歳児に対しては無料にしようかとか、いろいろ案は出てい

ますが確定はされていません。 

 同じように、働いている、またはいろいろな用事があるために、延長保育又は幼稚園で

は預かり保育等々と言いますが、幼稚園が夜 5 時まで預かった場合に、幼稚園全体の平均

額としては 1日 500円。1か月で 1万円前後です。ところが、保育園は夜 7時まで預かっ

て、1 か月 1,700 円前後です。この格差は一体何なのか、ということになってくるかと思

います。 

 それらをずっと見ていきますと、親たちの中には子育てに専念したいという親たちが、

横浜市のニーズ調査では 25％。皆様のお手元に配布した八千代市の私立連盟の調査では、

52％の親たちが子育て時代にはいたいということになっています。 

 幼稚園の保護者の要望は何かというと、第 1 位が子育て家庭の手当の増額や、税制の優

遇をしてほしいということで、70％以上です。さらには次の子を産めない。子供を産んで

いない人に産んでくださいと言っても、これはなかなか無理で、次の子をもう 1 人産んで

ねと出産経験のある人たちに言うと、次の子を産めない理由の第 1 位に子育てにお金がか

かるということが出てくるのです。 

 次に、幼児教育の職員の資質と労働問題ということで、まず教育研修についてというこ

とです。県のほうで、幼稚園の先生方においては新任研修等も行っていただいております

が、幼稚園・保育園ともに、公立も私立も園によって格差が非常に大きいのです。内部で

行う OJT についても、保育園においては、全職員が集まる会議はできないのです。これが

実態です。なぜかというと、全員が集まって会議をしようとか、勉強会をしようというと、

休日をあてるしかありません。土曜日でも保育があって、そのために何人かの職員がそこ

の場所を離れますので、実際には会議や研修はできません。 
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 次に、待遇問題についてです。幼稚園を例にしますと、保育園も同じですが、一般企業

よりも、新任のときから 1万円から 3万円ぐらい少ないのです。年齢を重ねていくほど少

なくなる。サービス残業が非常に多くて、持ち帰りの仕事も多いです。勤務年数は、公立

園では 13年ぐらい、私立の園では 6年ぐらいと、在職期間が非常に短くベテラン職員が少

ないです。資質を高めましょうと言っても、待遇改善が急務ですねということになります。 

 同時に、慢性的な人材不足です。これはどうしようもない状態で、今、待機児童解消加

速化プランというのがありますが、職員がいないために開園できないという状態です。学

力・道徳・健康など、全ての基礎は幼児期に決定するということで、結局のところは、子

育てをちゃんと学ぶ機関として地域にあるのは幼稚園・保育園だと思いますので、そこを

学びの場としたらいかがですかと。そのためには財政的な支援や様々な公的認証等々が必

要ではないかと思います。こちらのほうは資料になりますが、後で見ていただくという形

で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

 

○中山座長 後のディスカッションで足りないところは補足説明していただきたいと思い

ます。それでは、高橋委員については、本日欠席ということですが、コメントが寄せられ

ていますので事務局から御発表を願いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○石橋課長 高橋委員から口頭で御意見を伺っておりますので御紹介いたします。高橋委

員からは大きく 3点あります。1点目は、子育ての難しさについてです。委員の 25年間の

小児科医としての経験から、子育てができている、あるいは親とみなすことができている

と思える人はごくわずかであり、子育てというのは、そもそも難しく、うまくできないの

が当然であると考えているということです。 

 2点目は、家庭や地域における子育ての問題です。「知識、忍耐力、無条件の愛情」とい

った親にとって必要な要素を持っているのは、40～50歳代の年長者に多い。昔は 3世代同

居の家庭が多く、祖父母が孫を育てる、あるいは近所の人が自分以外の子の世話をやくと

いったことが行われていたが、今は、それが失われてきている。そういう問題です。 

 3 点目は、親の学ぶ機会の重要性についてです。親が親となるための勉強の機会はとて

も大切なことであり、幼児・家庭教育はなくてはならないものと言える。虐待を行う親の

3分の 1～3分の 2が、自分も小さい頃虐待を受けていたとか、アルコール依存症といった

ような悪い世代間連鎖を断ち切るためにも、親学を学ぶ機会が重要である。以上が高橋委

員の御意見の要旨です。なお、高橋委員には、次回出席されるということで御意見を頂け

る予定です。 

 

○中山座長 それでは、これまでの各委員からの御意見を踏まえて、意見交換に移りたい

と思います。鈴木委員から資料の提出がありましたので、先に御意見を頂きたいと思いま

す。恐縮ですが、鈴木先生、10分以内でお願いします。 

 

○鈴木委員 家庭教育をめぐってということで、2012年 3月に文部科学省が『つながりが

創る豊かな家庭教育』という冊子を出しました。やはり、市川委員のおっしゃるように、

孤立している子育ての中で、家庭環境が多様化しているのです。本当に自然な教育的営み
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が非常に困難になっている状況がありますので、親子の育ちを支えていく様々な人間関係

そのもののつながりが非常に弱まっている。ですから、家庭教育力の低下というよりは、

もう困難という認識を最初に持つべきだと発表しました。 

 次に、実際その中で耳を傾けてほしい保護者にどう届けるか。一番聞いてほしい保護者

は、家庭教育の研修会をしても来てくれません。それで、どう届けるかということで、ま

ず親の育ちを応援するプログラムを充実させなければいけないと考えています。ただ、こ

の中で、大体そういうときに呼び掛けて来てくれる層というのは、割とまっとうなといい

ますか、非常に熱心な学びたい親たちなので、逆にその人たちを、今度は次の支援者とし

て育てていく、循環していくシステムを作ろうと。そういうことが大事ではないかと思い

ます。 

 例を出しますと、これは実は墨田区の図書館ですが、パートナーズというグループを作

って、子供たちに大好きなぬいぐるみを夕方持ってきてもらって、一晩図書館にお泊りを

させます。その間に、ぬいぐるみたちが絵本を読んでもらったりしている写真をたくさん

撮って、翌日子供たちが迎えに来たときにその写真を見せます。そうすると、子供たちは、

読んでもらった絵本は読みたくなる。読んでほしくなるというように、こういう発想とい

うのはお母さん方の発想なのです。つまり、循環システムを作っていくのが良いのではな

いかと。そういう層はユニバーサルと名付けたいと思います。 

 逆に、虐待であったり、モンスターであったり、ターゲット層がいることも事実です。

このターゲット層に関してはチームを組んで複眼的に対応していく必要があるのではない

かと思います。この報告書の中で、地方自治体の役割というのを書きました。地方の家庭

教育支援の取組は必要であると。人材の養成や研修機会を必ず作ってほしいと思っている

のですが、実は私は、千葉県の親の学びプログラムに関わらせていただいて、千葉県を褒

めるわけではありませんが、実はとてもよくできているなと思います。大体、自治体とい

う所は研修講座をやればいいと思っていらっしゃいます。しかし、千葉県の場合は、どう

人を集めるか、どういうふうに親のニーズに応えながら集めていくかというのを喧々囂々

やらせていただきましたので、とても素晴らしいプログラムができていると信じておりま

すので、頑張ってください。 

 研究の動向を説明いたします。2014年 1月に発表になった、ベネッセの幼児期の家庭教

育調査・縦断調査です。同一の子供について 4 年間に渡る変化の追跡調査です。3 歳のと

きに「決まった時間に寝ることができる」とか「挨拶をする」とか、「脱いだ服をたためる」

などの生活習慣であったり、規範意識みたいなものができている子のほうが、知的活動に

おいて、学びたい、我慢ができる、諦めないという傾向が出てきています。 

 次に幼児教育です。幼児教育に関しては、先ほど市川先生がおっしゃるように、育つ側

の問題と育てる側の問題の両方があります。両方とも、生活習慣であったり、人の関わり

であったり、遊びとかの体験自体が先生のほうが不足しています。これが昭和の人と平成

の人で、もう既に先生が平成生まれなのですが、調査の結果では、午前中眠くてたまらな

かったとかというのが、明らかに平成生まれのほうが多いのです。平成生まれが二極分化

しているのがお分かりいただけるかと思います。体験なしと、多いということです。つま

り、育ちの時点で二極分化をしている。 

 幼児教育をめぐる研究の動向としては、子供の能力とか社会性というのは、一方的に先
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生が教えると。例えば、幼児教育の養成課程の中では、先生方は漢字を教えたりすること

は習いません。幼稚園教育要領は、遊びを通した総合的な指導、環境を通した指導という

のが理念ですので、それと全く同じ結果が出ました。Guided Play と言うのですが、要す

るに先生が、自発的な遊びの中から、その子供にとって学びの対象となるものを見とって

関わっていく。そのことが子供の知的な能力を伸ばすという結果が出ております。 

 次に幼児期の教育は、教育的な投資として非常に大切であると。市川先生の御発表にも

ありましたが、イギリスの大規模な調査研究の中で、幼児期の保育の質が良いと、小学校

以上で学力の向上が見られるというデータが出ております。その保育の質とは何かという

中で、保育者の離職率です。保育者の離職率が保育の質に影響する。なぜならば、子供の

安心感であったり、社会性であったり、言語に影響が出るという結果が出ているからです。 

 特別支援のことを少しだけ入れておこうと思います。実は特別支援の中で発達障害とい

うのは、かなり脳の器質的なものとしても認められています。ただ、最近、オキシトシン

とセロトニンという二つの説が出てきました。一つは愛着です。やはり愛着がきちんと形

成されていないと、実は発達障害に非常に近い、私たちは発達障害もどきと呼んでいます

が、発達障害に近い症状を示します。やはり、親子の愛情はものすごく大切なのです。も

しよろしければ、いろいろ本が出ていますので御高覧いただければと思います。 

 もう一つが、セロトニンという分かりにくい言葉ですが、神経の伝達物質で、脳の中で

シナプスとシナプスの間は隙間が空いています。ここを神経の伝達物質が行き来すること

で情報が伝わります。セロトニンは、実は脳の中では指揮者です。気持ちを穏やかにする

神経の伝達物質です。ですから、欠けると鬱になります。欠けると不安とか鬱になるセロ

トニンですが、セロトニンを運んでいく蛋白質が欠けると、どうも ADHDに非常に近い症状

を示す。そういうふうな研究の動向が出ています。 

 まとめとしては、家庭教育を支える地域の社会的資源をどう創っていくか。広い層に向

けては、ナナメの関係で支援者となっていく循環を作ることが大事ではないかと思います。

家庭教育が困難な層に向けては、専門的な知識と技術を持つチーム型の支援が必要ではな

いかと考えます。家庭が「幼児期の教育の意義」を理解できるように、幼稚園・保育所か

らの働きかけが必要ですが、まずそこには国の施策だと思いますが、ワークライフバラン

スで子供が親と一緒に夕飯が食べられる時間が必要かと思います。教育を支えていく人材

育成としては、保幼小のなめらかな接続のために、横浜にはあるのですが、スタートカリ

キュラムというのがあるといいなと思っています。幼児期の教育の意義を「共通理解」し

ていくために、特に幼保では意識にすごく差がありますので、幼保連携推進室と研修制度

の充実。千葉県も充実していますが、幼保連携でそういう研修制度ができるといいと思い

ます。特別支援の子供にとっても、特に幼稚園は最初に出会う学校ですので、保護者支援

と教員研修の充実が大切だと考えております。以上です。 

 

○中山座長 これまでの委員の意見に対して、事務局から補足説明はありますか。よろし

いですか。それでは、委員の皆様からいろいろな問題が出されましたので、それについて

御意見を頂きたいと思います。意見を述べていただいたお二人の委員への質問でも結構で

す。また、幼児教育・家庭教育の意見交換には、本日出席していただいている臨時委員の

先生方の御意見も伺いたいと思いますので、加わっていただければと思います。それでは
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御質問、御意見はありますか。 

 それでは、私のほうから中原委員に、子育て支援や幼児教育に加わっていらっしゃいま

すので、何か御意見がありましたらお願いします。 

 

○中原委員 お二人の委員の方が様々な観点から指摘されているのを伺っていましたが、

私も育ちの二極分化に関しては大変大きな関心を持っております。これは家庭の問題だと

か、親の問題だというふうに、家庭の側に切り分けてしまうと、そこから二極分化した状

況を改善していく手立てが打てなくなると感じております。そういう意味では、保育、幼

稚園教育、学校教育が、併せてこの点に取り組んでいく必要があるのではないかと思って

おります。 

 今、思春期・10代で子供を産む若年親の研究に携わっているのですが、ここでは本当に

世代間連鎖を強く感じています。その人たちが社会的な資源を使って、自分が成長するた

めに様々なチャンスを生かそうと思っても、何をどうしていいか分からない、社会の中の

どういった力が自分のために用意されているのか、役立つ支援があるのかということが分

からないという状況があります。その部分に関しては、学校教育は今まで触ってこなかっ

たのではないかという点が非常に気になっております。つまり、社会に出たときに役に立

つ知識や、自分を守ったり、自分を支えたりする力を付けるということに関して、義務教

育の中で取り組んでいくことが、大きく二極分化した状況を改善していく一つの手立てで

はないかと考えております。 

 

○中山座長 ほかに何か御意見がありましたらお願いします。先ほどの御発表に関してで

も結構です。 

 

○永田委員 幼児期の教育に関心を強く持ってお話を伺わせていただきました。幼稚園や

小学校との段差というのが、いつも話題になりますが、効果的にいかす段差もあり、それ

は小 1 プロブレムを生まないということがあるのだろうと思います。また、幼稚園教育要

領と小学校学習指導要領が基本的にタイプが違った接続になっているという難しさもあり

ます。幼児期の出口と、小学校のスタートのカリキュラムについては特に考えていく。幼

稚園や保育所に通う子供、そして、幼稚園にも保育所にも行っていない子供の両方が集合

してくるのが小学校 1 年生ということもありますので、その辺りの課題を教えていただけ

たらと思います。 

 

○鈴木委員 スタートカリキュラムで、私はなるほどなと思ったのは、横浜なのです。例

えば、わくわくタイムとか。幼稚園とか保育園の子供たちが小学校に参ります。大体、幼

小の接続というと、給食を食べるとか、お兄さん、お姉さんに何かをしてもらうという体

験ですが、そうではなくて、粘土を使って長いヘビを作る。それは幼稚園でも普通にやる

ようなことです。そのヘビを並べて長さを見る。その長さを見るという中に算数があると

いうことで、学びって面白いよという、教科学習への道筋を付けていく。そういうカリキ

ュラムが連携しながらできたら良いのではないか。横浜がとてもうまくいっている例を私

は聞いたのです。 



12 

 

 

○市川委員 私は幼稚園・保育園の移行をもっときちんと明確に、小学校への移行という

ことで、期間なりを設けてそれに近い形を作ってあげる必要があるのではないかと。特徴

的なことは、幼稚園でもそういう所は非常に多いのですが、保育園では一つの机に 6 人座

らせます。保育園、幼稚園で何年間かずっとその体勢でいます。こういう形で前を向きま

しょうと言うと、このまま体が向くわけです。この子たちが学校に行って、前向きの姿勢

がきちんとできるかというと、逆に、こう定着していますから、聞く姿勢は正しくできま

せん。というような、本当に日常生活の積み重ねの問題が大きいのです。ですから、押し

付けるわけにはいかないでしょうが、必要な移行期間を作って、授業ができるスクール体

系にきちんと向かっていけるという習慣化が非常に必要かと思います。小学校の先生はな

かなかそういう状態を理解せずに、「前を向きなさい」とやる方が非常に多いのですが、そ

う言われても、子供たちは正しいのがどれかが分からない。この間も教育長さんたちとも

お話をさせていただく機会があったのですが、まずは挨拶ができないとか、「はい」という

声がしっかりしないというのも、そういうことにも起因していると言えます。 

 

○宮田委員 また門外漢が混ぜっかえしますが、日本の文化というのは、今、先生がおっ

しゃったことと関連して申し上げると、形から入っているのです。まず形を整えろと言う

のです。それは日本はずっと伝統的にそうだったのです。ところが、戦後の教育の中では、

例えば私が誰かの話を聞くとしましょう。そうすると、それは聞いていればいいだろうと。

寝っ転がったって、後ろを向いていたって、話を聞いているのだからいいだろうという考

え方をする先生方がすごく多くなったのです。やはり、それは日本の文化になじまないの

です。まず形を教えていくということは、私はとても大事なことだと思います。 

 もう一つは、戦後で一番間違えたのは、1 個の人間、個というものに対する日本人の伝

統的な考え方をやめましたよね。これは最大の間違いです。私が知る限りでは、日本の歴

史の中で、1 人の人間を大切にするというふうに考えた時代は 1 回もありません。全部、

個というのは全体のために何ができるかということを考えなさいということをずっとやっ

てきたのが日本の歴史です。 

 ところが、西洋や中国などは、同じ大陸の中にたくさんの民族が住んでいますから、し

ょっちゅう殺し合いをやってますよね。殺し合いをやっているということは、いわゆる個

が全く尊重されないのです。ということは、どういうことが起こるかというと、個を大切

にするという考え方を獲得するのは、彼らにとって夢だったのです。だから、個を獲得し

たのです。だから、個というものが大事だし、自由も大事だし、平等も大事なのです。そ

れを日本は戦後、盲目的に西洋の考え方を入れたものですから、もともと日本的な自由が

あり、日本的な平等があり、日本的な個に対する考え方があったのですが、それをやめて

しまったのです。それを盲目的に入れたから、例えば自由は全部身勝手になったのです。

これは本当にそうだと思います。全部自由だろうと。何をやるかは俺の自由だって、みん

な始まるのです。 

 ところが、西洋の自由というのは、その裏側にいろいろな義務があって自由を獲得して

いるから、義務のことを分かった自由だから、彼らは間違わないのですが、日本は日本的

な自由があったのをやめてしまって、西洋の自由だけをもらったから、みんな全部身勝手



13 

 

になったのです。これは、戦後の教育だけではないのですが、様々な分野で日本が一番間

違えてきたことではないかと思います。是非、学校教育の中で、それを取り入れていく。

今日、幼児教育が問題になっていますが、これはオギャーと生まれてから、2歳、3歳、幼

児期、小学校へ入るまでの間というのは一番大事だと思います。この頃にできなかった子

が大人になって優秀になるはずがないというのが私の意見です。 

 明治生まれの私の母親は、私のことを 3 歳までは本当に厳しくやりました。私は何回も

縄で縛られました。本当です。どこかに縛られてしまうのです。しかし、3 歳以降は、私

は 1回も叱られたことがない。3歳までに、子供というのはきちんと育てないと駄目だと。

これは持論です。そういう意味で、幼児教育は是非是非、大切に考えていただきたいとい

うことです。言いたいことは、毎度毎度申し上げていて、耳にタコができたかもしれませ

んが、もう一度日本人の原点と、日本の伝統を見直しましょうよというのが、私の意見で

す。 

 

○長谷委員 話がずれてしまうかもしれませんが、今ちょうど 3 歳あたりの子供たちの保

育と教育を充実させなければいけないと考えたときに、私の大学で育っている学生は、保

育士と幼稚園と小学校の教諭の三つの免許が取れるのです。学生が就職するに当たって、

時々心配するのが、先生、長く勤められないかもしれないと。先ほど離職率の話があった

と思いますが、やはり、保育や幼児教育を充実させるためには、ある程度勤めて、長いこ

と積み重ねていくことが大事だろうと思います。先ほども勤めて 3年、4年、5年、6年経

つと離職していく。離職せざるを得ないということもあるらしいのです。 

 今、保育士というのは非常に就職率が良いのです。私の大学でも 150％ぐらいです。募

集がどんどん来るくらいです。ところが、ほとんど私立の保育所です。幼稚園も私立です。

公立の幼稚園、公立の保育所というのが非常に就職が難しいのです。しかし、入れば長い

のです。入れば長くやれるのです。そういった意味で、私立の幼と保という所が、今おっ

しゃられたような子供たちをしっかり育てるためには、やはり教員なり保育士をしっかり

育てなければいけない。そうすると、もう少し長く勤められる環境を作っていく必要があ

るのではないか。学生も就職するときに、いつまで勤められるか心配だと。最初に公立を

希望するのです。公立を希望するのですが、なかなか難しい状況があって私立へ行くので

すが、そのときにいつまで勤められるのかなと。頑張れよとは言うのですが、どうも環境

的に長く勤められないというところもあるような気がするのです。この辺が専門の方たち

から見るとどうなのか。離職率というのが、保育や幼児教育を充実していく上では壁にな

っているのではないかと、学生を通して見ています。 

 

○市川委員 全くそのとおりだと思います。まず、幼稚園については、保育園化が進んで

きて、いつまで本当にその定員を埋めていき続けることのできる状態であるかどうかとい

うのは、先の見通しが立ちません。繁盛園みたいな所と自然的に淘汰される所との二極分

化が進んでいるので、就職先が減少気味であれば、これはなくなっていく可能性があるの

で、必要がなくなれば、どんどん先生方には辞めていただくしかないという実態があると

思います。 

 保育園については、そのまま勤めるタイプと、やっぱり我が子を自分で見たいというタ
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イプと二通りあると思います。どちらかというと、保育園のほうが長く勤められる傾向が

ある。それはどうしてかというと、幼稚園は一定の勤務時間で、例えば 8時から 4時半と

かですが、保育園はローテーションが組めるので、ある程度自分の意見や自由裁量を取り

入れてもらえる可能性がある。フレックスタイムとしてもいろいろと自在にできる所もあ

りますので、幼稚園よりは勤めやすいと思います。 

 

○中山座長 ほかにありますか。 

 それでは、私から質問させていただきます。私の友人で小学校の校長先生を辞めた方が

何人かいらっしゃるのですが、どういう大きな問題がありましたかと伺ったところ、これ

は全ての先生の意見ではないのですが、親がしつけを全部学校に任せきりにするという指

摘がありました。だから、授業が成り立たないと言うのです。学業は塾でやらせればいい

という考えです。小学校は、自分の子供にしつけをしてくださいということなので、先生

方が学力を付けようとしても、しつけができていないから授業が成り立たないというので

す。 

 そこで、学校に入る前に、いかに子供にきちんとしたしつけをするかということが重要

な問題になってくるという御指摘をされた方がいらっしゃいました。その意味では、お二

人の先生の御発表は非常に意義深い、インスパイアリングなものだと思います。その意味

で、私も親学というのは絶対に必要だと思います。市川先生がおっしゃった幼稚園・保育

園を親学の場にしたいという御意見や、鈴木先生からの具体的な御提案がありましたが、

親学の中身については、例えば愛着、「子供を愛しなさい」と言って、母親が「はい、そう

ですか」と言うわけにはいかないですよね。ですから、どのような親学が必要なのか、そ

の内容について具体的な御指摘がありましたら教えていただきたいと思います。 

 

○市川委員 親が学ぶという形にはいろいろな勉強会や、一般が行っている所もあります

が、千葉県でこの間決定したものとしては、親学推進協会という所が行っている、総合的

な育ちの、脳の育成と子供の育ちとか、非常に専門的で、法律的、環境的なことやあらゆ

ることを入れている親学というものがあります。いろいろなタイプがあるでしょうが、こ

れをまずベースとして、それが足りなければ、もう少し幅広くとか、または地域の交流の

中で先輩の親たちに教えていただくということがあったらいいかと思います。 

 先生がおっしゃるように、本当に来てほしい人は来ない。聞かなくてもいいよという人

が来るという、実際に私どもでも開催していますが、そういう状況です。 

 

○鈴木委員 基本的に親の学びというのは、主体が親ということです。親が何を学びたい

か、何をきっかけにしたいかということを、まず最初にちゃんと耳を傾けていくことが大

事だと私は思っています。千葉県では、こういうかわいい「親子で取り組むあいうえお」

とかいうのがあります。実はこういうことからスタートすることが大事だと思います。お

母さんが気持ちがすっきりして、それで子供を愛せたら、結果オーライなのですから、そ

ちらを逆に大事にしていくと、来てほしい親が増えてくるのではないかと思います。 

 

○中原委員 今日の鈴木委員の資料の中にもありましたが、幼児期の脳の発達や、発達を
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促進させる要因に関しての研究はかなり進んできております。先ほどのしつけの問題も、

誤った子の感覚に関しても、どのように乳幼児期から子供の脳を鍛えていくと、その辺り

がしっかりと獲得されていくかということについてもデータがたくさん集まってきており

ますので、そういったものもうまく活用しながらやっていけるといいかと思います。そう

でないと右に揺れたり、左に揺れたり、何となく話を聞くたびに親のほうがどうしていい

か分からないという部分がありますので、その辺りはきちんとした根拠を提供しながらや

っていけるといいかと感じております。 

 

○宮田委員 何で子供をつくるかということを考えたときに、人間って永久に生きられな

いわけですよ。だから、自分の子供に自分の命をリレーしてきたのです。その子供が大人

になると、また孫にこうやって命をリレーしているわけです。これをずっと続けてきたと

日本人は考えてきたのです。 

 ところが、今の教育は、生まれると途端に親と関係ない個なんですよ。また、親のほう

も最後まで個なのです。私の母親を見ていると、彼女は娘時代どう見てもパッパラパーの

娘だったような気がします。今で言うと、はじけているような娘だったと思います。とこ

ろが、立派だなと思うのは、結婚するとちゃんと妻になっているのです。妻のやるべきこ

とをちゃんとやっているのです。子供ができるとちゃんと親になっているのです。自分の

子供に子供ができておばあちゃんになると、ちゃんと祖母になっているのです。祖母の役

割を果たしているのです。ひいお祖母ちゃんになったら、今度はひいお祖母ちゃんの役割

をちゃんとやっているのです。つまり、子供、娘、妻、母親、祖母、ひいお祖母ちゃん、

そういうふうに役割をちゃんと生きていて死んでいるのです。ところが、今の若い人を見

ていると、生まれたときから死ぬまで全部私なのです。結婚しても、相手がちょっと気に

入らなかったら、すぐ別れてしまうのです。妻をやろうなんていう気はまるでないのです。

夫も夫をやろうなんていう気はないものだから、すぐ離婚につながる。自分が大切ですか

ら、子供が泣いてうるさいと殺してしまうのです。つい最近もありました。あれは本当に

ひどいです。幼児教育のときから、日本人が命というものをどういうふうに考えたかとい

うことをきちんと教えたほうがいいと思います。命というのはどういうものなのか。これ

はあんたに任すんだよ、あんたも将来、次の世代に任すんだよ。永久に生きられないから、

そういうふうにしているんだよということを、ちゃんと伝えてほしいなと思うのです。そ

れがあれば、親を引き継ぎ、また子の命を次に引き継ぐんだという責任感みたいなものを

感じながら、子供たちが生きていけるのではないかと思っています。 

 

○中山座長 何か御発言はありますか。よろしいですか。本当に貴重な提案をしていただ

いて、啓発されところが多々ありました。これを基に、千葉県の幼児教育を立て直すこと

が必要だと思います。行政でできることもありますし、各幼稚園でできることもあります

ので、それぞれジョブ・ディスクリプションではありませんが、役割を明確化して、コラ

ボレーションを通して子供に理想的な生活環境を提供していくことが重要ではないかと考

えています。 

 それでは、幼児教育・家庭教育の充実については、ここまでにさせていただきます。こ

こで休憩といたします。 
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                                     (休憩) 

４ いじめ防止 

○中山座長 再開いたします。ここからは、第 2 回会議に引き続き、いじめの問題をテー

マとして進めさせていただきます。最初に事務局から説明をお願いいたします。 

 

○石橋課長 資料 4「課題の整理に向けて」を御覧ください。いじめ防止について、これ

まで各委員から頂いた御意見を事務局で整理したものです。「総論」として、いじめの定義

とか、いじめの対応について整理していただいたものを記載しております。 

 「子供への直接的働きかけ」として、いじめ防止のために、子供たちにどのような教育、

指導をしていくことが必要かについての御意見を整理したものです。その中で、サムシン

ググレートを教える必要性とか、「力の乱用を防止する教育」、あるいは自尊と敬愛の心を

育てる人権教育、道徳教育の充実などの御意見を頂きました。 

 「学校における環境づくり」として、子供が育つ場としての豊かな学校風土を醸成する

こと、あるいは心豊かな学級経営が大切であるという御意見を頂きました。 

 2ページで、「早期発見・早期対応、いじめ認知時の体制づくり」に関してです。相談支

援体制、あるいは相談環境の整備の問題。子供の状態に応じた対応とか、具体的プログラ

ムの必要性。また、隠しているいじめをいかに発見するか。子供の変化に気付く教師の感

性。あるいは担任が 1 人で抱え込まない組織的な取組。また、子供たちの日常のサインを

汲み取ることの大切さなどについての御意見を頂きました。 

 最後に「家庭や地域との連携」として、地域における子供たちの居場所が大事であるこ

と。地域全体で子供を育てることが必要である。子供たちを取り巻く環境として、大人の

教育も大切であるといった御意見を頂きました。 

 以上、大きく 5 つの項目に整理させていただきましたが、委員の皆様から更に御意見を

頂ければと存じます。 

 資料 5、平成 24年度の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の概

要です。これは、昨年 12月に公表になった文部科学省の調査の千葉県分を取りまとめたも

のです。いじめについて申しますと、7 ページで「いじめの認知状況(千葉県)」です。認

知件数は、全国的にも増加傾向にありますが、本県においても前年度比で約 2.8倍の 2万

687 件となっております。これは、いじめが社会問題化している中で、いじめの認知に向

けた取組が加速し、きめ細かく実態把握に努めた結果が現れたものではないかと考えてお

ります。以上、「いじめ防止」についての説明です。よろしくお願いいたします。 

 

○中山座長 先ほど事務局から説明のあった、第 2 回の各委員の御意見も踏まえ、例えば

自分を守る力を育てる教育、力をコントロールする教育といった、子供に対するどのよう

な教育プログラムがあるか。また子供へ直接的に働きかけ、あるいは子供たちが自尊感情

とか向上心を持てるような、学校におけるカルチャー、雰囲気、環境づくりの問題でもあ

ります。それから、いじめの早期発見・早期対応への体制づくり、家庭と地域との連携と

いった視点からも、この会では自由に意見を述べていただき、議論を深めていきたいと思

います。できるだけ具体的な議論に入れたらいいかなと思います。具体的な提言・問題提

起ですね。抽象論ではなくて、どうすればいいのかというところまで自由に御発言いただ



17 

 

ければと思います。40分ぐらいを目処で考えておりますけれども、皆さん自由に御発言し

ていただいて結構ですので、何かありますでしょうか。 

 

○永田委員 問題提起的に若干お話させていただきます。一つは、「総論」に書いてあるよ

うに、いじめの態様はこのように軋轢、遊び、非行などに分かれるということですけれど

も、それは、大人社会の投影であるという視点を忘れてはいけないと思います。マスコミ

などで、大人社会のいじめの構図のようなもの報道されたりする。悪は追及されなくては

いけませんけれども、例えば、吊り広告のようなところに、いじめのような内容が様々に

書かれていて、子供がそれを目にしている、ということが背景としてあるだろうと思いま

す。 

 もう一つは、いじめの態様の下にある子供の意識については、例えば相手に対する優越

感とか、差別感とか、人権意識とか、生命の問題とか、そのなかでも特に優越感的なもの

が強くあると思うのです。あの人より自分のほうがというような思いがあって、その思い

でアクセルを踏んでいる子供はブレーキを踏んでいる子供に向かっていじめをしてしまい

ます。態様だけではなく、その原因となっている心の部分も一定程度目を向けないと、そ

のような面から芽を摘むことにならないなと感じました。 

 二つ目は、いじめが起こったときの早期発見・早期対応・早期指導です。これは、いわ

ば対応の教育です。その未然防止の部分も重要であって、特に力を発揮するのが道徳教育

です。例えば環境づくりなどもその一つです。これらについて一定程度言及して、マルチ

の視点をもって取り組んでいくことについてどこかに表現されてもいいかなと思いました。 

 もう一つ申し上げさせていただくならば、いじめが見にくくなってしまっていることで

す。例えば、昭和 60年の中野富士見中事件というのは、まだネットがない時代であれだけ

深刻なものが起こったけれども、今はまずネット内で深刻になってからいじめが現れてく

ることが多いことです。例えば、ネット対応というか、情報モラル教育というか、そのよ

うな課題にどのように手を打つのかというものも触れてあるとよいかなという印象を持ち

ました。 

 

○中山座長 いかがでしょうか。社会の問題、それから防止の問題、それから後は情報倫

理のような問題ということです。 

 

○長谷委員 道徳教育を抜きにしては考えられないだろうと思います。もう少し具体的な

ところから考えていくと、子供の心を育てるということを考えると、平成元年の頃から言

われている「豊かな体験」ということです。子供たちにいろいろな体験をさせることによ

って、その心を育てていこうと。 

 例えば、ボランティア体験というのもあるかもしれません。私が校長時代に、移動教室

で箱根へ 3泊 4日で 6年生が行くのですけれども、そのうちの 1日は老人施設で過ごしま

す。車椅子体験をしたり、痴呆のお年寄りと一緒に遊んでみたりという体験をします。そ

ういうボランティアというか、子供たちが逆に学んでくるのですけれども、そういう子供

たちの心を耕していけるようなボランティア体験を、まず一つ作っていく必要があるので

はないか。 
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 その体験から言うと、最近はどの学校でも、中学校でもやるようになりましたけれども、

いわゆる職場体験です。昔の進路指導は職業調べだったのですが、今は職場体験をしてく

る、実際に仕事をする。そういうことを通すことの大事さというのもあるだろうと。中学

校はかなり行っていますけれども、私の知っている所では、小学校 6 年生も近くの商店街

に出掛けていって、お店の仕事を手伝ったりするようなことをやってきます。ある和菓子

屋さんに 2人の男の子が行きました。今まで、団子が三つぐらい付いていて 200円は高い

と思ったけれども、実際に仕事をやってみて、あれは 200 円では安すぎると思ったという

のです。やはり、自分の思っていたものが崩されていく、そういうものも職場体験の中で

あるだろう。働くということから学ぶこともあるだろう。その子供たちの心が耕されるも

のがある。 

 先ほど、幼稚園へ中学生が出掛けていくという話がありました。私も小学校の校長の頃

に、併設の幼稚園がありました。近くの中学校から中学生が訪れてくるというのです。体

験というか、家庭科の指導の一部として来るというので、困ったなと思ったのです。最初

に来て、中学生のお兄ちゃんに言ったのは、「子供を踏み潰さないでよね」と。中には、ち

ょっと突っ張った男の子もいます。 

 ソリの入ったような男の子もいたのですけれども、気を付けて見ていると、幼稚園の子

供というのは、関係ありませんからドンドンぶつかっていくのです。「お兄ちゃん遊ぼうよ。

ボールで遊ぼうよ」とやる。お兄ちゃんたちは、「まあまあまあ」とやりながらやっている。

そうすると、だんだん親しくなってくると幼稚園の子供が蹴飛ばしたりなどするのです。

そうすると突っ張りのお兄ちゃんが、「おい、やめろよおめえ、蹴飛ばすのなんかやめろよ」

なんて、ニコニコしながら言うのです。無事に終わって帰っていったので、中学校の先生

に聞いたら、「あいつらには負けるよな」と言っていたと言うのです。ですから、その子も

今度小さい子を見たときに、その頃のことを思い出してくるのだろうと。やはり、その心

というのがそういう面では耕されてくるのではないかという気がするのです。 

 あとは宿泊を子供たちも多く体験します。それも、ただ単に観光地巡りばかりではなく

て、宿泊をしながら現地の仕事に触れるとか、人たちに触れるといったことも考えていく。

いろいろ豊かな体験ができていくのだろうと思うのです。そういう中で、例えば人々との

様々な関わりを持っていく。いろいろな人との関わりを持っていくことが、長期的に見た

ときに、いじめというものを防いでいくものにつながっていくのだろうと。そういう中で、

多分、自分がいろいろな役割を果たしていくのだろうと思うのです。いろいろな役割を果

たしながら、何となく自分の自己満足というのか、満ち足りたものを感じていく。そうす

ると、その心があまり邪心のほうには向かないのではないかという思いもします。 

 更にもっと言うと、最近は文部科学省でも言われているのですけれども、子供の居場所

づくりを地域でやろうということです。地域で大人たちがもう少し子供たちに関わってや

ろうと。スポーツを通すとか、文化を通すとか、そういうものの関わり。多分、大勢の人

と関わっていく。変な言い方ですけれども、生身の人間と関わっていく。永田さんがおっ

しゃったような、ネットの中ではなくて、具体的な人と多く関わっていく中で、楽しさと

か喜びとか、うれしさといったものを味わっていくことが大事なのだろうと思うのです。

もうちょっと言いたいことがあるのですが、これは後に回して、その豊かな体験を子供た

ちにさせたいというのが、いじめを長期的に考えたときに付いていくものになっていくの
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ではないかと思います。 

 

○中山座長 ありがとうございました。 

 

○宮田委員 いじめの問題を考えるときに、私はいつもいつも思っていたのは、いじめた

子がいるのです。そうすると、その子に対してその後の対処の方法が、先生方はよくおっ

しゃるのだけれども、教育的配慮をしましょうと言うのです。教育的配慮って何だと。そ

の子は悪いことをしたのだろう、友達をいじめたのだろう、そんなところに教育的配慮な

どないだろうというのが私の意見です。 

 要するにいじめというか、他人を傷付けるとか、暴力的に他人を扱うことがないという

のが、教育のスタートだと思うのです。そのことを破っている、そのルールを破っている

子供になぜ教育的配慮をしなければいけないのだと。それは完全に傷害罪です。それは傷

害罪ですから、法律でちゃんと傷害罪を適用して、その子供に責任を取らせる。そういう

意味での責任を取らせるというのがまっとうなやり方だと思います。先生がよくおっしゃ

る教育的配慮、それではやられたほうに配慮はないのかよ、というのが私の意見です。 

 これは具体的なやり方として、その学校なり一つの組織の最高責任者である校長に全て

その責任を負わせる。校長がその段階、自分の学校でいじめが一つでも起こったら、その

学校は成立し得ない、解散、そのぐらい厳しいルールを作っておかないと、子供はどうせ、

自分は不幸な育ち方をしたからいじめても当然なのだみたいなことを誰かが言ってくれる

よみたいな甘えが起こると思うのです。ですから、教育の場でいじめというのは絶対にあ

ってはいけない。それが起こった場合は、教育する場としてそこはもうふさわしくない所

だというぐらいの覚悟を持ってやっていかないと、子供たちも、またいじめるのではない

かというのが私の意見です。これは大変な問題です。それはとんでもないですよ。他人を

殴るなんて、まして傷付けるなんて、そんなことは絶対にあり得ないということで厳しく

やっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○中山座長 中原先生どうぞ。 

 

○中原委員 宮田委員が御指摘されたことに関連しますけれども、諸外国でいじめ対応で

成功している国の例を見ると、いじめは学校の規律の問題だというように、学校の教育的

な問題だとしてしまわないで、これは人権に対するある意味大きな犯罪であって、そうい

う認識の下に子供がきちっとその違反行為に対して責任を取るというようなことを明確に

して取り組んでいる所は、やはり認知件数自体も減少しておりますし、全体として学校の

風土が変わってきているという報告を受けております。 

 ただ、一方でいじめ加害者への対応のシステムというのも、そういう所ではかなりきち

っとしています。つまり、いじめの加害行為に加わる生徒の背景を探っていくと、そこに

は家庭の問題など、本来児童福祉がきちっと介入して支援していくべき様々な課題があっ

て、そこに手を打たれていないために、「力の乱用」という問題行為が発生しているという

ことが見えてきます。その点に対しての支援をしっかりしないといけないと思います。犯

罪としての対応だけではまだ不十分であろうというところが、やはりそういう国ではしっ



20 

 

かり進んでおります。その点は、我が国でも学ぶべきかと思っております。 

 特に、先ほど鈴木委員の御発言にあった育ちの二極分化という点からも、家庭が子供の

養育をしっかり担うのが難しい、養育の困難さを抱えているという状況が背景にある場合

は、その結果を子供にかぶせてしまわないで、そうした子供にきちっと児童福祉の視点か

らの必要な支援が届くというところも重要なのではないかと感じております。 

 

○宮田委員 だから、君がいじめたのは仕方なかったのだみたいなことをやってはいけな

いと言っているのです。それは結構やっています。「しようがないよね、だから、そういう

恵まれない所にいたから君はいじめてしまったんだよね、まあまあ」などというような、

「まあまあ、なあなあ」はやめましょうよ、この問題は。もう絶対駄目ということをはっ

きりさせないと、それはもう直らないです。少なくともいじめて、他人を怪我させたら、

やはりどこかへ収容するとか、そのような罰があるのだということを教えなかったら、そ

れはもう駄目だと思います。 

 

○中山座長 他に何かありますか。 

 私から言えば、いじめの定義をまずはっきりさせておいたほうがいいと思います。先ほ

ど永田先生がおっしゃったように、世の中でも他者をいじめる傾向があるということで、

例えば喧嘩・意地悪とか、悪口・からかいなどというのはどこにでもあることです。それ

と、先ほどおっしゃった、かつ上げ・暴力・使い走りは犯罪行為に属するいじめです。こ

れは、毅然とした態度を取って、出校停止ぐらいのことをしないと、被害者を保護できな

い場合もあります。問題は、その間にある悪質な悪口とか、仲間外れとか、物隠しに代表

される、日本で多発しているようないじめです。大まかに言えば、3 段階のいじめがある

のかなと。1 段階のいじめはどこの学校にもあって、人間である以上はそういう感情を持

ちますから、仕方のない部分もあると思います。問題は、そのいじめの段階によってどの

ように対応を変えていくというのが第 1点です。 

 もう一つは、いじめ発見の工夫です。いじめが深刻になる前に、例えば我々はどういう

発見ができるのかということです。カウンセリングという手段も有効ですけれども、この

前のお話では、低学年はなかなかカウンセラーと子供の接点がないから学校の担任の力量

が非常に学級運営に影響してくるというのがありました。そうだったら、先生がどうやっ

ていじめに気付くかという具体的なガイドラインみたいなものも、先生は知っておく必要

があるのではないか。まずは観察です。それとなく観察して、子供たちの行動の不審さに

気付く。例えば授業の場面とか、遊びの場面で、学生たちの様子を見る。それからゴミ箱、

靴箱、自転車置場などにその痕跡があるかもしれないです。 

 そして、子供たちとの面接。私は学長でゼミを持っているのですけれども、顔を見れば

学生が元気がないと分かるのです。だから、子供には、朝の顔、授業中の顔、遊んでいる

顔がありますが、その顔を見れば、この子は何か問題を抱えているなと気がつく時がよく

あるわけです。元気がないではないかとこちらから相手に働きかけると、「実は先生」と学

生が打ち明けてくるわけです。だから、そういう学生のことをケアする、教師側のそうい

う予防策があります。 

 もう一つは子供たちの心を見るわけです。何で見るかというと行動で見る、言葉遣いで
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見る、距離をおいて感じ取れるものを感じ取る。そういう教師側の予防策が非常に重要で、

いじめられていても、「君には先生が付いているから、君の理解者がいるよ」となれば、人

間社会にいじめはありますけれども、耐えていける場合もあるわけです。だから、教師側

がどのようなところでその不審さに気付くかというところです。 

 もう一つ言うと、いじめている子供には、それは悪い行為であると明言して毅然とした

態度、厳しい生活指導をすることが絶対に必要です。その厳しい生活指導をした上で、ど

うしてその子がいじめるのかを探るのです。問題児に聞いてみると、その子が家庭におい

て親からいじめを受けている場合もあります。いじめはいけないことなのだけれども、家

庭に根がある場合、その子は認めてほしいからそういう行動に出ることもあるわけです。

その根を断たないと問題は解決しません。強く諭すのも一つの方法ですし、毅然とした態

度を取るのも一つの方法ですけれども、根本的なケアも、教師としては両方ともやってい

かないと駄目なのかなと。 

 毅然とした生活指導と、そして心のケアです。「どんな悪いことをしても先生が付いてい

るぞ。しっかり頑張れ」という愛情もないと、なかなか指導が功を奏するのは難しいので

はないかというのが、私の拙い体験から出た意見です。他に何かありますか。 

 

○鈴木委員 中原委員のおっしゃるとおり、ターゲット層としてはかなり家庭教育が厳し

い状況の所もあって、生活習慣を調査すると自己肯定感が低いのです。親が自己肯定感が

低くて、子供が自己肯定感が低い。だから座長がおっしゃるように、発散できるものとし

てのいじめになってしまう。それなので、一つは福祉が必要なのですけれども、それは何

のための福祉かというと教育のための福祉なのです。教育のための福祉は、自己肯定感を

上げていかないと根本療法にはならないだろうと思います。 

 それと宮田委員がおっしゃるように、毅然とした態度でというのを逆に見せるモデルを

示す。生き様のモデルを示すことも大切だと思います。ただ、どうしてもあり得ないよう

な家庭状況があることも事実なので、そこに関して教育のための福祉が必要なのだろうと

思っています。 

 

○中原委員 前回、芳沢委員から御指摘があったと思うのですけれども、今苦しんでいる

子供の視点から、もっと具体的な策を検討しないと、子供たちががっかりするのではない

かというところは、私もあの後ずっと考えておりました。彼らを「がっかりさせない施策

を打つ」ということが、大人の責任としては大事なことであると思い、いろいろ考えてま

いりました。 

 それには、中山座長が先程おっしゃった視点は非常に重要で、いじめの発見の工夫、面

接によるいじめの把握等の対応を推進することは間違いなく必要であると思います。それ

に加えて、今の学校環境の中ではとても訴える気持ちが湧かないというか、訴えるだけの

信頼関係がない子供たちのほうがピンチなわけですから、そういう子供たちが信頼して相

談できる所を整備していく必要があります。電話相談窓口はかなり整備されていますけれ

ども、みんな教育委員会に繋がっていることを子供たちは知っています。先生や学校、教

育委員会に対して不信感を持ってしまった子供が、そこに繋がって信頼を回復していくの

が難しい場合もあります。そういう深刻なケースは、第三者的な要素を持った受け皿・相
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談機関がもっと用意されていくことが必要ではないかと感じております。 

 それから、日常的な観察の点については、担任教師 1 人にすべて任せておかないで、例

えばスクールカウンセラーのような、第三者の視点から学級の状況や子供の様子が分かる

ような人を配置していく必要があると思います。そうした人たちが何げなく遊びや語り合

いの中で、何げなく給食を一緒に食べながら、その場の関係性をうまく汲み取っていく、

そのような手法が生かせる施策というのも有効なのではないかと感じております。 

 

○中山座長 他に何かありますか。 

 問題を起こす子供たちはコミュニケーションスキルがない場合が多いです。コミュニケ

ーションスキルがないから、子供たちはうまく自己表現ができない。ソーシャルスキルや

コミュニケーションスキルがないから爆発するのではないか。幼児教育にも関係してくる

のですけれども、市川先生、小さい時のいじめの問題についてはどうお考えですか。 

 

○市川委員 幼稚園、保育園の親と子供を見ると、恐らくこの子はいじめられる、この子

はいじめられるであろう、いじめるであろうということも予測が付きます。というぐらい

に、家庭と子供の成長は大きく因果関係があります。先ほどから言っているように、それ

ではその親をしっかりと教育したいと思っても、その親は出てきません。ですから、もう

根深い問題だと思いますので、ちょっとやそっとで直るものではないと思います。 

 そこで重要なのが、これは公的な取組として、千葉県独自でもいいですし、先ほど長谷

先生からもお話があったように、私は小学校の初潮などを迎える前段階の時期で、小学校

4 年生、シングルエイジを超えた 4 年生又は 5 年生の初頭ぐらいで、千葉県の過疎地とか

いろいろな所がありますから、そういう本当に自然的な中で、あまり制約を受けない、自

分たちで生活を切り開いていくような生活体験を、少なくとも 1 週間以上、2 日や 3 日は

ものの数に入らなくて、そこでいろいろなトラブルや困難が起きても大きな問題にはなら

ないので、もっともっと深い体験ができるようなカリキュラムを考えるべきではないかと

いうことを痛切に感じています。 

 それを第 1 段階で超えて、その次のステップとして、更に今度は親子の関わりとか、そ

ういうことのもう一歩深い所にその子が入っていかれる。親を客観的に見ることや何かが

次の段階だったらできるかもしれないですけれども、自分がどのような立場にいるかとい

うことは、本人自身はどこかでは分かっているけれども、どこかでまだ幼児性を持ってい

て、自分を客観視することができないで、それがだんだんとエスカレートしていって、そ

のうちいじめに行くケースが多いと思うので、そう感じます。 

 

○中山座長 他に御意見はありますか。 

 

○永田委員 先ほど体験活動の重要さというお話がありました。国立青少年教育振興機構

から出ている調査に、リンゴなどの皮剥きをした子供ほどお年寄りにバスで席を譲ろうと

する。蝶やバッタを捕まえた子供ほど、友達がいじめをしていたら「やめろよ」と言おう

とするという関係があるといいます。この関連は本当に大事なことで、特に都市部には蝶

やバッタもいない。またファーストフードの生活になって最初からリンゴの皮は剥けてい
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るという感じがあったりする。だから、その体験の質についてどのように手を打つのかと

うのが、日常的な課題としてあると思います。 

 もう一つは違う視点ですが、小学校から中学校へと授業がだんだん静かになっていきま

す。森田洋司先生の調査でよく取り上げられるものですが、日本の子供は、いじめなどの

傍観者が中学校段階までずうっと増えていって、逆に仲裁者はずっと減っていくというよ

うにクロスしている。だんだん仲裁者が減っていきます。もっと、意見を言える子供を育

てなくてはいけない。それをシステムとしてやるとしたら、例えば、もともと NHK にいら

っしゃった方がそこに座っていらっしゃいますが、昔、成人の日に「青年の主張コンクー

ル」というのがありました。あれをなぜやめたのだろうと私は感じたことがありました。 

 若い世代はあれだけ真面目になって自分の意見が言えるのです。真面目というのはマイ

ナスではないのだというような風土がありました。私も 20歳の頃にやりましたが、県の段

階のコンクールで落ちました。あのように真剣に主張することは良い文化なのです。中学

校などでも静かな授業にしない。つまり、傍観者とするのではなくて、あなたの意見をも

っと言いなさいというような教育をやっていく。、例えば、スピーチコンクールだか、千葉

県主張コンクールなのかは分かりませんけれども、何か一つのシステムみたいなものを考

えることもできるかなと思っています。 

 

○宮田委員 私は青年の主張の関係者ではなかったから、それについては論評できないの

です。今のいろいろな話を伺っていると、私は戦後間もなくの昭和 22 年(1947 年)生まれ

です。その頃の日本というのは、前にも申し上げましたけれども、とにかく貧しかったの

です。私は、小学校時代に「継ぎ」など言っても分からない方がいらっしゃると思うけれ

ども、ズボンに穴が開いたら、今の子供は「ユニクロへ行って新しいのを買えばいいじゃ

ないのよ」と言うのだけれども、その頃はお金がないから買えないわけです。そうすると、

母親が別の布を持ってきて、上から布を当てて周りを縫ってくれたのです。そういうズボ

ンをずうっと 6年間はいて学校へ通った世代です。 

 我々は団塊の世代なのだけれども、こんなのは嫌だと、何とか豊かになりたい、物質的

に豊かになりたいということで、一生懸命頑張って日本の国はバーッと成長したわけです。

今はそういう成長のピークになって、ちょっと停滞しているところもあるのだけれども、

そこの時代に暮らしている人たちは、これが我々の願いだとすると幸せでなくては困るの

です。だって、我々はそのために頑張ったわけだから。それで、皆さんにその時代を今バ

トンタッチしているわけでしょう。その人たちがいじめられるとか、不幸せだと。中には、

自分で自分の生命を縮めてしまう子供もいるわけです。これは、実に不幸です、私は本当

に不幸だと思います。何のために私たちが努力したのだと。だから、我々のやり方も間違

ったのかなと反省しなければいけないぐらい、今は不幸な状態です。 

 もう一度はっきり言ますけれども、私が小学校、中学校時代にいじめというのは全くあ

りませんでした。私はいじめられたこともないし、いじめたこともないです。私の友達の

間でそんなことが起こったなどということを聞いたこともないです。何でなのか、今のい

ろいろなお話を聞くと悩んでしまいます。どこか違っているのです、間違っているのです、

それを直すようにする。 

 いろいろなお話を伺っていると、それは昔の日本がやっていたことですよ、それは日本
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がやっていたことですよ、それは日本がやっていたと。例えば、子供がいじめられて帰っ

てくると、昔はその地域に住んでいるお年寄りは、「おー、何とかちゃんどうした」とか、

「おいどうしたんだ、元気がねえな」とか言って、ちゃんと抱えてお年寄りが聞いてやっ

たのです。今は、そんなことをしたら誘拐未遂で通告されてしまいます。これは間違って

います。 

 またまた申し上げて申し訳ないのだけれども、日本がずうっと伝統的に考えてきた日本

人のやり方をもう少し見直したほうが、取り戻したほうがいいというのが私の最終的な意

見です。何度も同じことを言って申し訳ないのだけれども。やはり、いろいろやってみて

も駄目なのです。だから、それをもう一度日本人らしい、日本人の遺伝子に合った、DNA

に合ったやり方を取り戻してもいいのではないかというのが私の意見です。 

 

○中山座長 中原先生どうぞ。 

 

○中原委員 親であろうと、教師であろうと、地域の人であろうと、子供の育ちに対して

気になったことを見て見ぬ振りをしない、流してしまわない、というところはとても重要

な視点だと思います。具体的な施策を通してそれをどう実現させていくかは、なかなか難

しいと感じておりますが、子供を社会全体で育てるという意識を高めることであろうと思

います。 

 また、いじめの加害者、被害者への救済システムや対応システムに加え、根本的な点で

ありますが、子供の人権意識を高めるといいますか、先ほどから議論になっております「社

会の中で公の人として生きる権利と義務についての教育」をしっかりしていくことが必要

であろうと考えております。特に、他者に貢献する、社会に貢献するという体験を通し、

子供たちが「自分は公の中でそういう力を持っている存在なのだ」ということを、小さい

頃から認識できるというのはとても大事なことではないかと思っています。 

 それから、現実に「育ちの二極分化」に対応するもう一つの視点なのですが、やはり子

供の貧困の問題に対して、学習支援という学力の補充と、将来に希望を持つことができる

キャリア教育が必要です。特に中学生期の子供たちが学力アップと将来への希望を実感で

きるような支援を提供できるかどうかは、問題解決の鍵となるのではないかと思っており

ます。 

 

○中山座長 他に何かありますか。 

 私の個人的な意見ですけれども、私は学長職に就いておりますので、大学全体として何

ができるかを考えます。学校全体として、これは高校、中学校、小学校も同じだと思うの

ですけれども、まずトップの先生が学校やクラスの風土づくりをやるべきだという感じが

します。学校全体で熱心にいじめ問題に取り組んで、教職員全員が一致した態度を取るこ

とができなかったり、先生によって指導方法が違ったりすると子供たちは迷ってしまうわ

けです。いじめは絶対に許さないと、それは卑怯なことなのだと明確なメッセージを発す

るべきです。いじめを見たときには先生はきちっと対処する。そういう学校の風土づくり、

雰囲気、カルチャーの創造というのが第 1点です。 

 もう一つは、クラス全体への働きかけです。これは道徳教育の問題でもありますが、カ
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ウンセラーにも参加していただいて、具体的な問題を共有することです。カウンセラーが

いてもカウンセリングが上手くいくかどうかはカウンセラーの力量によります。先生とカ

ウンセラーの役割も違いますし、その共通の受け皿といいますか、お互いに情報を交換し

ながら、クラス全体で取り組むことと、カウンセラーに特に取り組んでいただきたいこと

など、それぞれの役割に応じたジョブ・ディスクリプションをはっきりして、それを先生

方に徹底するということです。 

 もう一つは、いじめられた生徒に対する対応です。つまりいじめの被害者に対する対応

ですね。これは、臨床心理学的な対応が必要かもしれませんし、心理的な支えが必要かも

しれません。これも先生と、先生以外の方のコラボレーションが必要です。それから加害

者に対しては、毅然たる生活指導もありますが、思春期の子供の心的特性みたいなものが

あるわけです。悪いと分かっていてもやってしまうとか、理屈では分かっているのだけれ

ども自制できないとか、個人の不安の裏返しとしていじめに出るとかの行為です。それは、

もちろん厳しく指導はしますけれども、そのいじめている子供の声にも耳を傾ける必要が

あるのかと。 

 私の場合は、問題のある学生にただ注意するのではなくて相手の言うことも聞くわけで

す。傾聴をずっと繰り返していると、だんだん落ち着いてきて、「実は先生」というふうに

内面を打ち明けることになるわけです。もう一つは傍観者です。傍観者も、その行為がい

じめに加担していることであるということを先生がはっきり言わないと駄目です。傍観し

ていることはいじめの一部であるということです。最後はいじめ発見の工夫、予防策です。

以上のようなことをどれか一つではなくて、総合的にやっていかないとなかなか効果を上

げることは難しいのです。 

 先ほどおっしゃいましたように、先生 1 人でそれを抱え込むのは大変だというのは正し

いそうです。ですから、カウンセラー、地域社会の方、大体いじめる子供は家庭に問題が

ある場合が多いので、家庭のカウンセリングも同時並行でやっていただいて、家庭ぐるみ

で解決していかないと、なかなか解決できないのかなということです。そのようなことを、

学校の経営者というのはおかしいですけれども、ガバナンスの一環としては非常に必要だ

と感じています。 

 究極的には先生の教育力、あるいはカウンセラーの力量、家庭の教育力、人間間の関係

構築力が全ての根源にあるのかなということです。しつけは非常に必要なことですけれど

も、その根底には、いじめている学生に対しても、「君のことは見捨てない」というような、

我々側の確固とした信念も必要ではないかと私個人は感じております。私個人の経験でい

っても、学校で迷惑をかけた学生ほど、卒業してから手紙を送ってくれたり、連絡があっ

たりと関係が続くものです。やはり恋愛と一緒です。掛けたエネルギーが大きければ大き

いほど学生たちはそれを感じ取っているということを、個人的には実感しています。 

 しゃべり過ぎましたようですね。他に何かありますか。 

 

○宮田委員 とにかく学校でいじめをやめさせてください。絶対にやめさせてください。

これは、本当に一番大きな問題です。それだったらもう学校を全部なくしたほうがいい、

そんなにいじめがあるのだったら。いじめが問題になって自殺者が出るとマスコミがワッ

と行きます。そうすると隠したり、ちょっと違うことを言ったり、それをすり抜けようと
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しますが、これは駄目です。起こったらきちっとそれに向かい合って、この学校は明日を

もって廃校にしますというぐらいの覚悟でやってくれなければ困ります。私は専門家では

ないので、それに対する対処法は他の先生方がいろいろおっしゃったので、これは大変な

問題なのだという認識を、教育関係者の皆さんはしっかり持ってほしいというのが私の願

いです。 

 

５ 道徳教育の充実 

○中山座長 大体時間になりましたので、続いて、「道徳教育の充実」をテーマにしてこれ

から進めてまいります。いじめについてはこれまでといたします。最初に事務局から説明

をお願いいたします。 

 

○石橋課長 資料 4の 3ページからになります。道徳教育の充実についても、意見交換の

参考資料として、これまでの委員の皆様の御意見を整理させていただきました。「道徳教育

の目的・意義」に関する御意見として、人格の完成を目指すこと、他者とのより良き関係

性の理解、自分の頭で考え判断し行動することができる人間育成、心の芽を伸ばそうとす

る力などのキーワード的なものを頂いております。また、道徳教育が学校教育の中核であ

ること、子供自身による生き方の試行錯誤の必要性、生き方の選択肢を広げる広がりのあ

る発想が大切であること、本来の日本人の伝統的な考えを取り入れることの大切さなどに

ついての御意見を頂いております。 

 4ページでは、「教科書・教材」の関係です。現在の教材でうまく作用し、実質的に行わ

れているのかという問題提起がされるとともに、教えることを優先するのではなく、子供

たち自身の能動的な学びを作っていく視点、郷土資料などの実話ものと寓話などの創作も

のを区別し特質に応じて使うこと。あるいは学校や地域、自作の資料など多様さを大切に

することなどの御意見を頂いております。 

 「指導方法」に関しても様々な御意見を頂きましたので、更に項目別に少し分けて整理

しております。授業の改善という項目ですが、現在の道徳授業について形骸化とかパター

ン化という問題提起がありました。体質改善を図るためには、全体的な視点での「大きな

発問」の活用とか、発達段階により学びの形を変えること。子供に考えを組み立てさせる

こと。共感性を持たせる授業展開が大切であることなどの御意見を頂いております。 

 教科・教科外活動などの関係です。全ての科目で、様々な角度から教育活動全体の中で

子供の生き方を深めることが重要であるという御意見があり、一方で道徳の時間は各教科

などで行われている道徳教育を補完・深化・統合するものであり、集約してトータルな形

で学ぶ手立てが求められるという御意見も頂きました。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べきであり、子供の発達や学校種の特色に応じた展開のシステムの

構築が必要であるという御意見を頂きました。 

 感情、規範意識、道徳的な価値です。いわゆる人間の感情、規範意識やマナーなどの道

徳的慣習、それから道徳的価値観の形成という三つのレベルについて、どのような形で道

徳教育を進めていくべきかという視点からの御意見を頂きました。 

 6 ページでは、道徳を教えるに際して、いろいろな体験をさせることの重要性、日本語

を教えることの必要性という御意見を頂きました。家庭・地域との連携ということで家族
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や地域みんなが教育に関わることが大切である。家庭や地域の教育力を高めることで、道

徳教育の充実が期待できるという御意見を頂きました。 

 「教員養成・研修」の関係です。大学の教員養成に関する問題点の御指摘、それから学

校現場での指導を知っている人たちの参画の必要性、情報提供や研修・研究の機会の充実

が重要であるという御意見を頂きました。 

 7ページで、「道徳教育の評価」に関しては、アメリカでのポートフォリオによる自己評

価システムの紹介がありました。点数で評価できない道徳教育をどのように評価するのか

という問題提起などを頂きました。以上が、道徳教育の充実に関する御意見を整理させて

いただいたものです。よろしくお願いいたします。 

 

○中山座長 ただいまの説明を踏まえて御意見を頂きたいと思います。初めに、本日欠席

されております田沼委員から意見が寄せられておりますので、事務局から御紹介をお願い

いたします。 

 

○石橋課長 田沼委員から資料を頂いております。学校教育における道徳教育の健全化に

向けて道徳をどう解くのかという資料です。「道徳教育指針の明確化」です。現代の子供た

ちが抱える人格形成上の諸課題ということです。一つとして「感情コントロール層」の所

では、「自他の生命を慈しむ心」など、自他への眼差しの弱さ。「道徳的習慣・慣習形成層」

では、基本的生活習慣や社会的規範意識等の希薄化。更に「道徳的価値観形成層」の所で

は、道徳的価値意識などの低下が課題として挙げられております。ただし、子供個々の側

面で捉えると、もがきながらも自己確立を必死で目指している現実も大切にしたいという

御意見があります。 

 (2)は、道徳教育の充実・改善の視点です。一つ目は、国の「道徳教育の充実に関する懇

談会」報告を踏まえ、学習指導要領に示されている道徳教育の目標と、道徳の時間の目標

について正しい理解を促すこと。二つ目は、子供の人格形成方法には、道徳を使いこなす

能力と、道徳的知識・スキルの両方が必要であることを「道徳教育指針」として明示する

必要があること。三つ目は、「孤高な道徳」を、各教科教育と連携し合う「響育をする道徳」

へと、指針でより一層誘導することが必要だという御意見です。 

 資料の 2枚目です。「教師の道徳教育忌避感情」の要因で 5点挙げられております。指導

効果への疑念、理想と現実とのギャップに対する苛立ち、一教師には扱いきれない高邁な

内容の混在、日常生活に即した指導の難しさ、価値の押し付けへの懸念といったものがあ

るけれども、この克服こそが道徳授業を充実する鍵であるということです。 

 次に、道徳教育に係る「現職研修」の充実として、校内研修と校外研修の二本立てによ

る研修制度を確立していくことが重要である。校内研修では、「良い道徳授業を創る」とい

う実践的指導力に主眼を置くものとし、校外研修では「道徳教育理解促進」のための研修

とする。両者を有機的に関連付けて実施していくことが必要であるとしております。②と

して、過度に画一的なマニュアル化を進めることなく、弾力的で活力ある授業作りへ取り

組むことが重要であるという御意見です。以上が、田沼委員からの資料を基に、その概要

について申し上げました。 
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○中山座長 既に道徳教育については長谷委員、永田委員から貴重な御意見を頂いており

ますが、これから委員の皆様から、教科書をはじめとする教材の問題、それから指導方法

の問題もあります。指導方法としては、発達段階に応じた教育や、子供の自発的・能動的

な学びをどうするか。感情的な共感性を引き出すための、どのような授業改善がなされる

べきであるか。体験や日本語を重視する指導をどうするべきか。家庭や地域との連携をど

うしていくのかといった点から、更に教員養成のための研修の問題とか、道徳教育の評価

についてどう考えるのかといったいろいろな視点があると思います。どの視点でも結構で

すので、皆さんが特に関心をお持ちの点についてこれから御意見を頂きたいと思います。

口火を切るのが好きとおっしゃった永田委員からいかがでしょうか。 

 

○永田委員 以前、提案させていただいたときにも触れたことがありますが、教育には「教

える」部分と「育てる」部分があって、「育てる」というのは主に子供に考えさせる機会を

作ることです。道徳の時間は答えがないのではなくて、子供自身が答えを見付けていく、

そして、その答えは子供それぞれ少しずつずれているものだろうと私は思います。 

 道徳の教科化についてある方が、親孝行を教えるということではなく、あなたたにとっ

て親孝行とはどのようなものなのかを考えさせるのが道徳の時間であると言われていまし

たが、まさにその視点が大事なことだと思います。その意味からすると、例えば資料 4 の

3 ページあたりでは認知的とか、知的とかというように、知的理解をさせるというのがや

や先行しているような印象を感じました。 

 先ほど道徳についての忌避感情とか、アレルギーということがありましたけれども、子

供が強くアレルギーを感じるのは大人の作り話で教え込むことです。実話だったら、例え

ばイチロー選手のようなリアリティのある話とか、郷土資料というような事実であり、資

料の中の人物が答えを持っているわけです。そして、その本人のリアリティを探そうとす

るから、中学生の段階でも子供に忌避感情はあまり生まれません。しかし、教師が作った

作文のような資料で、しかもその主人公が「僕は」と表現されていると、「なんだ、これは

先生が教えるために作ったんじゃないか」などと感じてしまうのです。 

 実話資料と創作資料の生かし方は区別されるべきです。ノンフィクションは、子供は調

べたりすることもあるかもしれません。探そう、絶対に答えは本人が持っているはずだ、

インタビューもしたいぐらいだというように感じるはずです。一方、で創作の話で教え込

もうとすると、子供は離反していってしまいます。その辺りを私たちは意外に区別しない

ままにやってきてしまっているところがあると思いました。教える部分と育て育む部分を

しっかり使い分けながらやっていくのが大事なポイントだと思います。 

 授業での教師の意識改善をそのように図っていくためにも、例えば教員研修の充実も考

えられます。各学校から 1 人ずつ道徳教育推進教師に来てもらう研修ではなくて、必ず各

学校 2人来てもらえるような研修をするのです。この 2人というのは大変意味があります。

1 人の場合であると、担当が変わったり異動してしまったりするともう終わってしまいま

す。実際にそのようにやっているところでは効果が出ているのを私はよく知っています。 

 もう一つは県の指定校といったらいいのでしょうか、先ほどの幼小中連携のような幾つ

かのパターンの指定校をおけば、発信校になることができます。また、一つや二つではな

くて、都市部も農山村部も、あるいは商業地からもというように幾つかのバリエーション
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を作って、そしてコラボしてやることもできます。これも、ある大きな自治体でやったら、

学力全体が上がったという成果を聞きました。だから、指定校制度のようなものを、国の

経費に頼ってではなくて、県が独自に打つというのは一つの方向なのかと感じます。 

 

○中山座長 他にはいかがですか。 

 

○中原委員 永田委員のお話を聞きながら、いじめがあるような学級では質の高い道徳の

授業を展開するのは難しいことを改めて感じました。「あなたはどう感じている？」、「どう

考える？」という問いは、自己を開示することを求めるものですから、自己の内面を開示

する場としてそこが安全でなければいけませんし、開示することによって傷付くことがな

いという確信がなければ、それは難しいだろうと思います。そういう場の保障を、道徳の

授業でも教師がしっかり担保できているかというところは重要な視点ではないかと、御発

言を聞きながら考えておりました。 

 私は、いじめの対応について、子供の非援助能力を高めるとか、相談援助能力を育成す

るということが大切なのではないかと、前回発言をしているのですけれども、それは子供

たちが自分を開示し、言葉にして、内面を表現する力を育むことなのですけれども、それ

自体もやはり安全な場所、そして自分の尊厳がきちっと守られているという感覚が持てる

ということが前提です。教師がそういたコントロールできないと、教育の場での自己開示

は難しい面があることを改めて感じました。でも、学校、教室がそれが可能な場でないと、

やはり子供たちが自分を支える力、自分を成長させる力をなかなか育成できないのではな

いかと思っております。 

 

○中山座長 他にいかがでしょうか。 

 

○長谷委員 視点が別になるかもしれませんけれども、こういう相談を受けたことがあり

ます。「昨日こんな学級で、こんな問題が起きました。いろいろ本を読んでいたら、似たよ

うな物語がここにあるので、これを使って、先生、道徳の時間の指導をやりたい」「できる？

子供はしゃべらないでしょう」と。あまり似たようなものというのは、絶対に子供はしゃ

べらないです。中原先生がおっしゃったように、自分の心の中を出すわけですから、全然

違う角度から迫っていくことが本当は大事なのだろうと思うのです。 

 結局その先生から見ると、この問題を解決するために道徳の授業をやりたいと。即、子

供たちの行動の変化を求めていくようなものを道徳の時間にしようとしているのです。私

は、その道徳教育ということを考えたときに、例えば 5 年生ぐらいの男の子が廊下を歩い

ていて、自分の教室の前に来て、教室を覗いてみたら、仲の良い A 君が窓際の椅子にポツ

ンと座って、寂しそうに外を眺めていた。それを見た Bが心配になって、「あいつどうしち

ゃったんだろう。何か悩んでいるんだろうか、困っていることでもあるのかな」と思って、

A のそばへ行って「おい A どうしたんだよ、何か困ったことでもあるのかよ」と声を掛け

る。 

 今度は、別の日に C 君が先生と一緒に廊下を歩いていて、教室の前を通ってみたら、A

君が窓際にポツンと座って、寂しそうに外を眺めていた。今度は先生がそれに気付いて、
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「おい C、何か A が悩んでいるぞ、何か困っているみたいだぞ。お前友達だろう、行って

聞いてやれよ」と言われた Cが、「うっ、僕ですか」なんて言いながらも、先生に言われた

のでそばへ行って、「おい Aどうしたんだよ、何か困ったことでもあるのかよ」と声を掛け

たのです。 

 B も C もやっていることは同じなのです。そばへ行って「どうしたんだよ、何か困った

ことでもあるのかい」と聞いているのですが、そこへ行く力が違うんですね。最初の B 君

は自分が友だちのことが心配になって行っている。次の C 君は先生に言われている。私た

ちが道徳の時間を要として、学校教育全体を通して行う道徳教育で育てたいのは先ほどの

B君のような子供たちを育てたい。 

 とりわけ、行動を起こしていく力を育てるのが道徳の時間の指導・中心になっていくの

だろうと思います。ただ、どうもそこのところを、行為を教えるところに人々の意見が行

っているのではないか。何か問題が起きると、道徳教育の充実ということが言われます。

それはどういうことかと言うと、行為を教えろ、しっかりさせろということばかりが出て

くるのです。そうではなくて、やはりそのような 1 時間、1 時間の積み重ねの中で内面的

な子供たちの力を育てていくということが必要なのではないか。両方がしっかり相俟って

いないといけないのだろうと思います。 

 

○中山座長 どうもありがとうございました。 

 

○鈴木委員 先生方のお話、すごく感動しながら伺っておりました。前の道徳教育の時に、

考える力、問いを発する力なのだということでした。まさにそうなのだと思いました。幼

児期から規範意識は芽生えていて、それは遊び体験の中で培われる。 

 先ほど委員の先生方がおっしゃったように、体験活動で本物に触れさせることが非常に

大切なのだと思います。同時に、国立青少年教育振興機構の調査もそうですが、やはり感

性なのだろうと思っています。美しい星空を見るとか、暮らしの感性を育てていくことが

幼児期からの積み重ねで縦で流れていくと、体験を軸足として、実体験を軸足として考え

ていく、行動していく、問いを発する力になるのだろうと思いました。 

 

○市川委員 安全地帯でなければというようなことも理解できますし、考える力が必要だ

ということも理解できます。ただ、私もかなり外国の教育を見に行っています。結局、単

民族国家ということが全部を金太郎飴にするというところに大きな問題がある。 

 でも、今はかなりの外国人が入ってきていますよね。逆に言うと、その人たちも実際に

はいじめを受けている子たちもいたりしますので、もう少し違う切り口が何かあるのでは

ないかと今考え出しているところですが、解決方法は見つかりません。 

 10 か国とか 10 何か国とか、シンガポールとかマレーシアとかいろいろな国があります

けれども、そういう所というのは民族性が違う、また宗教も違う、また言語も違う、全部

違う。それを良しとしなければ生きていかれないというような国民性がある。でも、やは

り、何らか道徳教育においても、もちろんいじめはいけないですけれども、画一的な何か

を求め過ぎるのではないのだろうかという気がしてならないですね。 

 



31 

 

○宮田委員 今、先生方のお話を伺いながら、自分が小学校や中学校の時に出会った先生

の顔をずっと思い出しておりました。今思い出すと実におそまつな先生もいました。もう、

その先生は亡くなっているから言ってもいいと思うのですが、ある学年 1年間、私は 1回

も授業を受けなかったことがあります。先生が朝いらっしゃいます。そうか、これは字に

なるんだな、まずいな。余り言うのはやめましょう。でも、本当にひどい。でも、その先

生に私、結構今、感謝しています。あの時、自分で勉強しようと思いました。 

 それから、すごく熱血漢の先生もいらっしゃった。この先生にも感謝しています。いろ

いろな先生がいましたよね。私は基本的に全員の先生に感謝しています。なぜかというと、

その先生方の生き様を見せてくれたからです。私は幸いなことに、子供のころから非常に

批判精神がありました。それは駄目、これはいいというように分けることができたんです

よね。だから、駄目な先生も私にとっては人生の師になっているのです、教えてもらって

いるのです。 

 今の先生方のことはよく知らないのですが、何人かの先生から話を聞くと、どうも自分

の人生を子供たちに見せるのに、ちょっと躊躇しているところがあるのではないでしょう

か。もっとさらけ出せばいいのではないかと思います。良いことも悪いことも、それから

自分が悩んでいることも、どんどん子供たちの前に先生自体がさらけ出す。そうすると、

子供たちはとんでもない先生だよな、なんて思いながら、あとで懐かしく思い出したりす

るわけで、余り先生に完璧を求めるというのは無理だと思います。先生方の生き様を見せ

ることが、正にその子の人間として生きていく力を育む道徳教育につながっていくのでは

ないか。 

 何回か前に申し上げたのですが、先生は教えるのではなくコーディネーターになって、

いろいろな人生を歩んできた人を学校に呼んでその人の人生を語らせなさい、というのは

そういう意味なのです。それは全ての教科で、数学も国語も理科も社会も体育も、全部の

教科で先人の生き様を見せるということを子供たちの前でやっていただく。それが日本人

が伝統的に大切にしてきた、人としてどう生きるか、道ですよね。柔道や剣道、合気道、

華道、茶道の「道」を教える。これがまさに道徳ではないかというのが私の考え方です。 

 道徳教科の先生がいていいのです。完全にほかの先生方の相談相手になってもいいし、

コーディネーターになってもいい、それは大切です。道徳という教科があってもいいので

す。でも、それをほかの教科と連携を取りながら、やはりバランス感覚に優れた。人間は

バランス感覚が一番大切だと私は思っています。偏った考え方を持つというのは余りよく

ない。いつもいつも批判し、そしてバランスの取れる人間を、道徳教育という道徳教科の

中で育てていただきたいと思うのが私の願いです。よろしくお願いします。 

 

○中山座長 他にはどうでしょうか。また私の友人の校長先生の話になるのですが、道徳

を担当する教員は、例えば数学や英語を担当する教員よりも低く見られる傾向にあると聞

いたことがあります。道徳を担当する人は変わり者だという極端な意見さえあるようです。

そのような後ろめたさを感じて先生方が道徳を教えているとしたら、これでは生徒たちは

本当に道徳に対して真剣に向き合おうという気にはならないですね。 

 個人的には今、ボストン大学やバーミンガム大学と提携を結んでいて、道徳に対する学

術的研究を行っております。バーミンガム大学も 2年前、Jubilee Centre for Character and 
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Values というセンターができました。この背景にはエリザベス女王の即位 60 周年を記念

して、イギリス国家を立て直すために何が必要かを考え、国家が危機にある時に国家を立

て直すのは教育であるという明確な理論の下、テンプル財団が資金的な援助をして、イギ

リスの character education、人格教育をどうするかを学問的に研究しようという動きが

この二年間ぐらいあったそうです。具体的には、イギリスの若者の状態が非常に荒れてき

ているので、gratitude(感謝)の心をどうしたら持てるかという学問的研究もやっています。 

 もう一つ、最近 mindfulness という言葉をよく耳にします。今、心の病が非常に中心的

な問題になってきて、2020年になりますと happinessや comfortable、気持が良いという

状態よりも、不安(anxiety)、抑圧(depression)という感覚が主流になってくる社会が待ち

受けているそうです。WHOの発表ですが、ほかの clinicalな diseaseよりも 2番目に大き

な疾患として、心の問題が大きな問題になるということです。だから、この心の問題は避

けて通れません。 

 そこで、道徳教育が非常に重要な役割を果たすのではないかという感じがしています。

今の学校教育の中では道徳教育に熱心な先生方もいらっしゃいます。その一方で高校の先

生をやっている教え子の話ですが、肩身の狭い思いをして道徳教育をする場合もあるそう

です。これでは日本の社会は再生しません。道徳というのは古い、偏狭な思想を教えるの

ではなく、人とのより良き関係性を築くこと、自分との関係性、他者との関係性、あるい

は自然との関係性、社会との関係性、世界との関係性を構築することだと言ってもいいと

思うのですが、道徳教育に対する発想の転換が絶対必要だと思います。そして、それを教

条的、イデオロギーの道具に使わないで学問的に研究して、現代の科学の知見を踏まえな

がらそれを学校現場に反映させていく努力が必要です。こういう地道な作業をまずやって

いかない限り堂々巡りです。今、道徳教育が良いか悪いかの議論をしている場合ではない

と思います。 

 私もボストンで道徳教育のシンポジウムに参加しましたが、アメリカの社会というのは

多民族国家だから特定の宗教教育ができないのだそうです。だから virtue、勇気や節制、

思いやり、感謝の心とかいう徳をどうやって育成するのかということだったら議論できる

ので、東洋の virtueは何か学びたいということなのです。その時に日本がそういうものを

提供できないと、国際社会で日本人として役に立てるかということですよね。 

 繰り返しになりますがモラル、道徳に対する根本的な発想の転換が必要だと思います。

古い資料なのですが、平成 5年に文部科学省が「小中学校道徳教育推進状況調査」を行い、

道徳教育の充実を図るために、学校として今後どのようなことが特に重要な課題と考えま

すかという調査がされております。小中とも、一番重要なのは道徳教育に対する教員の意

識の向上だというのです。いろいろな道徳教育の教材があり、教えるシステムはあります。

しかしそれを担当する教員の意識が変わらない限り、なかなかうまくいかないのではない

かと思います。私も含め、教師がモラルの問題を自らの課題として受け止める。それは誰

かに強制されてやるものではない。教職にある者として、最もやりがいがある仕事として

モラルを捉えて、自らそれに取り組む姿勢を見せることによって教育効果が上がるのでは

ないかと考えます。まず私も含めた教員の意識改革、そういうことが必要ではないかとい

う感じがしました。 

 バーミンガム大学のほうでは、オックスフォードのオリエル・カレッジで"Can virtue be 
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measured?"(徳は測定できるか？)という国際会議が開かれ、実際にパイロット版で測定法

も研究が始まっているとの報告がありました。報告者の一人は moral intelligenceという

表現を使っていました。そういう所から入っていけば教職員の方々も道徳教育に対してア

レルギーがないのではないか。客観的に、学問的背景を持って道徳教育をやっていけば、

それほど政治的道具として使われる心配もないのではないか。 

 問題は、道徳教育とは何かということを今まで本当に真剣に話し合ってきたか、考えて

きたかということです。まず、そこから始めるべきではないかと個人的には思っておりま

す。長くなりました、以上です。ほかに何か御意見ありましたら、いかがでしょうか。 

 

○永田委員 今、先生がおっしゃったことを担保するには道徳教育に関する実践のセンタ

ーのようなものが必要だなと思いました。 

 また、先ほどシンガポールの話がありましたけれども、私も「シンガポールの思い出」

という資料を作ったことがありますが、シンガポールは多民族国家だからルールが厳しい

と。ゴミを捨てるとシンガポール 500 ドルの罰金、危ない燃えやすい物が傍にあったら

5,000 ドルの罰金だったりするわけです。ただ、ゴミは捨てるなというのは当たり前のこ

とで、これはモラルではなくルールの問題です。しかも、貼り紙がしてあったらそれは完

全なルール・マナーの問題で、ゴミを捨てない子供を育てるのは個別指導するべきなので

す。個別の生徒指導なのです。本当に育てるべきなのはゴミを拾うようなモラルの豊かな

子供だと思います。生き方の選択肢を広げていくというのはそのようなことで、開発的に

生きる子供というイメージを私たち教師が持たなければ、道徳の時間などは生徒指導と同

様になってしまうのです。 

 そのような意識を学校の先生が共有していくためにも、研究指定校のようなものが必要

だと思います。そして皆で成果を共有します。道徳授業で大事なことは、人を拓く、資料

を拓く、そして、方法を拓くことです。拓く発想によって道徳教育が多様なものとなり、

子供の生き方の選択肢が広がることにつながります。 

 例えば、私も長くお付き合いさせていただいている八街市で道徳の非常勤講師だった大

野靖之さんは、シンガーソングライターで、長く日本中の学校を年間 100 校以上回ってき

ています。そのコンサートでは、親も子も一緒に感動するのです。ストレートな歌、夢や

生命や家族というテーマの歌を歌います。これは人を拓く道徳教育の方法です。そのよう

にやっていけるものもあります。 

 資料を拓くことについては、例えば千葉県の郷土資料が結構出されていると思います。

そのようなものを活かすこともできます。読み物でない資料を使っていくのも大事なこと

です。 

 方法を拓くことについては、最初の提案の時にもお話し申し上げましたが、千葉県の道

徳の時間の指導が、最もよく指導方法を拓いている県の一つだと思います。えば T 先生と

か S 先生など、いろいろな先生が主張された指導方法がたくさん集まって、県の研究大会

に行くと分科会ごとに全く違うことをやっているわけです。今回の文部科学省の教科化に

関する報告でも、「教師が切磋琢磨するべきだ」と書いてありますが、そうしないと道徳の

時間についての意識改革が進まないと思います。 
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○中山座長 ありがとうございました、ほかにどなたかございますか。 

 

○宮田委員 中山座長のお話を伺って、道徳の教科の先生がほかの教科より低く見られて

いるということにショックを受けました。 

 

○中山座長 一部です。 

 

○宮田委員 一部ですか、それは駄目だよね。それは本当に駄目だと思います。大いに自

信を持っていただきたい。全体の教科を統括するような立場で道徳をやってほしいですよ

ね。よろしくお願いします。 

 時々、講演などを頼まれた時によく申し上げることなのですが、今、この島国に住んで

いる日本人と言われる人たちは、確かに日本人の顔をしているけれども考え方は外国人、

いや、宇宙人だという言い方をすることがあります。これはまた、日本の伝統的なものの

考え方を申し上げて申し訳ないのですが、私はよく外房線に乗っているんです。「わかしお」

に乗って降りる時、座席のリクライニングを元に戻さない日本人が実に増えました。これ

は良いとか悪いの話をしているのではなくて、日本人はそうしてきたのです。 

 公衆トイレなどに行くでしょう。変かもしれないですが、出口を見ていると手を洗わな

いで出てくる人が結構いますよ。手を洗うとか洗わないというのは、別に汚ない・きれい

という話ではなくて、日本人はトイレに行ったら手を洗うんですよ。そういう基本的な日

本人の伝統を今、やらない日本人がとても多くなってきて、これはちょっと大げさに言う

と日本民族の危機ですよ、本当に。 

 子供のころからきちんと道徳の中で、要するに日本人のたしなみですね。ほかの人はい

い、ほかの国の人はもう置いておいていい。だって、ほかの人は違うのだから、歴史的な

背景とかいろいろな考え方が。多民族国家とか、いろいろなことで違うわけですから、日

本人はやはり日本人のずっと続けてきた、たしなみを是非是非取り戻していただきたいと

強く思っております。先生方、頑張ってください。よろしくお願いします。 

 

○中山座長 ほかにどなたかいらっしゃいますか。 

 

○中原委員 座長のお話を伺っていて、各国の様々な調査データと比較しても、日本は、

子供のこれからを考えたところでの積極的教育プログラムを、しっかり予算を付けて展開

するという点に関して、ちょっと弱いのではないかと感じています。そういった取組が牽

引役となって、様々な学校・教師の取組の質や家庭の教育力がどんどんアップしていくの

ではないかと思います。子供たちへの施策に、是非、もっとお金をかけるというところを

もうちょっと頑張れたらとしみじみ思いました。 

 

○中山座長 そうですね、行政もサポートしてくださると思いますよ。他には何かありま

すか、どうでしょうか。 

 

○永田委員 大学の教員養成の改善については、現実的には難しい面があります。長谷先
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生や私などは大学の中で道徳に関する授業を大学で担当していますが、自分のことをさて

置いては言えないのですが、本当に分かって教えている先生はわりと少ない。だから、道

徳の教科化の動きの中でも、大学での教員免許というのは、最初から難しいと思っている

ような印象を感じます。 

 もちろん、大学にも理解ある先生が一定度いらっしゃる。そして教育委員会などとの地

域ネットワークを作ってやっていくことは可能かもしれません。しかし、免許のために 8

単位をつくるというのはまず難しいでしょうし、むしろ教育委員会や学校の先生が大学の

授業にかかわっていくようなシステムを作っていく。千葉大学は国立大学法人ですが、や

はり千葉県の先生になる割合が一番多いと思いますので、そういうところに連携の手を打

っていくというのも大事なことではないかと思います。 

 

○中山座長 今は 2単位ですよね。 

 

○永田委員 そうです。しかしそこで、2 単位にもう一つ、プラスアルファの科目を作っ

てほしい。2 単位だけだとそれだけで終わってしまうのです。もっと勉強したい、もっと

出来そうだという人のためにそのような科目を担保するという方法が、もしかしたら考え

られるのかもしれませんが、ほとんどの大学は現在はそのような科目がありません。 

 

○中山座長 そうですね。あと、教員採用試験の試験問題には道徳の問題が 1 問も出ない

らしいですね。それだったら学生は勉強しないですよね。やはり道徳を勉強するようなシ

ステムづくりをしないと。それから、さっきおっしゃったように道徳の専門家がいないと

いう点も重要です。大学教育でも道徳教育の専門家がいない所で、手探りで教えていると

すると、道徳を教える教員養成ができないということです。そこのところも抜本的に改革

しないと駄目だと思います。それを補うために、研修をどうやって組織的に展開していく

か。それから指摘があった指定校制度ですよね。そういうように、なかなか現状で 8 単位

というと難しいということなら、現状システムをまず改善していかないとだめですね。先

生、何かありますか。 

 

○長谷委員 私は現場がありましたので実際の授業の話などできるのですが、一般的に見

るといわゆる道徳教育の概論が多いのだろうと思います。前回の道徳教育の充実の中にも

提言が入っていると思うのですが、大学教育の中に実際の学校の先生方に来てもらう。15

コマ全部は無理かもしれないけれども、何コマかに来てもらえるようなシステムができる

といいと思います。 

 私はもう一つ特別活動の授業を持っていて、1 人実践家を呼んだのですが、呼ぶのにも

のすごく面倒なのです。教育委員会の許可をもらうとか。いろいろ手続が面倒なのです。

その辺がもう少しスムーズに、例えば千葉大と千葉県ということならばできやすいのだろ

うと思うのですが、もう少し交流ができるような、要するに学校現場の実践が大学で語ら

れるようなシステムがうまく流れてくると、更に道徳教育の学習ができるのではないかと

思います。 
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○中山座長 ありがとうございました。時間がまいりましたので、本日のテーマにつきま

しては一応ここまでとさせていただこうと思います。本日の「幼児教育・家庭教育の充実」

につきましては、第 5 回の懇話会でもう一度議論させていただきたいと思います。その際

には幼児教育の質の向上、クオリティーをどのように向上させるのか。それから、真に支

援を必要とする家庭に対して具体的にどのような支援ができるのか。親となってかけがえ

のない子育てを行うための方策、広い意味での親学ですね。それから家庭や地域、学校や

教育委員会等の連携・協働の在り方などをもう少し具体的に議論を深めて探っていければ

と思います。 

 また、「いじめ防止」と「道徳教育の充実」につきましては、本日までの各委員の御意見

を踏まえ、事務局のほうで論点や課題を整理していただきたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 

 教育長、何か御発言はありますでしょうか。 

 

○瀧本教育長 本日は長時間にわたり、本当に熱心な御議論をいただきありがとうござい

ました。座長にも今、おまとめいただきましたけれども、幼児教育や家庭教育については

とりわけ人として生まれて、育つ基盤として、いかに幼児教育が大事なのかという観点を

含め、また家庭教育についてはなかなか手法として難しい中で、保育所や幼稚園を通じた

家庭教育への支援、方策についての御提案・御示唆など、本当に多くの御意見をいただき

ました。ありがとうございました。 

 また、前に続いて 2 度目の議論となるいじめについては、とにかく千葉県からいじめを

なくしていこうという強い、毅然とした認識に立った上で幾つもの御提案をいただくこと

ができました。本当にありがとうございます。 

 最後に、道徳については本当に熱い議論、御熱心な議論を賜りどうもありがとうござい

ました。私ども千葉県教育委員会、現行の教育振興基本計画でも、道徳教育については実

践的な人間教育としての道徳教育を位置付けています。その方向性は正しかったなと認識

しつつ、今後の更なる道徳教育の充実に向けて、頂いた御意見を踏まえて対策を考えてい

きたいと思います。本日は本当に遅くまで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。 

 

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御説明願いたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○石橋課長 最後の資料 6、「今後の日程」という資料を御覧いただきたいと思います。本

懇話会につきましては今回で 4回開催いたしました。次回が最後、第 5回となります。次

回は 3月 14日(金)、午後 5時からの開催を予定しています。会場は後日の御連絡とさせて

いただきます。次回は学力向上、教員の資質向上、更に本日御意見をいただきました幼児

教育・家庭教育について、それぞれ 2回目の意見交換をお願いしたいと考えております。 

 学力向上、教員の資質向上につきましては、更に具体的な提案も含めた議論を深めてい
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ただければと存じます。幼児教育・家庭教育につきましても、本日の意見交換をまた整理

させていただきたいと思いますので、更なる意見交換ということでよろしくお願いいたし

ます。更に最終回ということで、この懇話会の五つのテーマについて、頂いた御意見を踏

まえ、最終的に事務局でも一定の論点整理を行ってまとめていきたいと考えております。

次回は全体の整理に向けた御意見をいただければ、ということを併せて考えておりますの

でよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

○中山座長 どうもありがとうございました。ただいま、事務局から御説明がございまし

たが、委員の皆様方、何か御意見はございますか。よろしいですか。 

 

７ 閉会 

○中山座長 本日はどうもありがとうございました。貴重な御意見を賜りましたこと、心

から御礼申し上げます。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。マイクを事務局に返します。 

 

○事務局 どうもありがとうございました。本日の会議の内容につきましては議事録を作

成し、千葉県教育委員会のホームページで公表させていただきます。なお、公表する内容

につきましては、委員の皆様に確認を取らせていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 机上の資料等ですが、事前に送付しているもの等もありますので、重複するもので御不

要なものがありましたらそのまま机の上に置いていただいて結構です。本日は本当に遅く

までありがとうございました。以上で第 4 回の懇話会を終了させていただきます。ありが

とうございました。 


