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平成３０年度関市総合教育会議 

 

１ 日 時 

開会 平成３０年１２月２１日（金）午後 ４時 

閉会 平成３０年１２月２１日（金）午後 ５時１１分 

 

２ 場 所 

関市役所 ３階 庁議室 

 

３ 構成員で出席した者 

   市長            尾 関 健 治 

教育長           吉 田 康 雄 

教育長職務代理者      田 中   彰 

教育委員          奥 村 陽 子 

教育委員          足 立 司 郎 

 

４ 欠席した委員 

教育委員          井 藤 さやか 

 

５ 説明のために出席した者 

教育委員会事務局長     北 瀬 美 幸 

教育総務課長（会議録書記） 水 野 一 生 

学校教育課長        加 藤 敬 仁 

学校教育課主幹       古 田   斉 

学校教育課課長補佐     和 田 正 樹 

 

６ 出席した事務局職員 

教育総務課課長補佐     村 瀬 泰 昭 

 

７ 傍聴者 

   １名 

 

８ 協議事項 

（１）全国学力学習状況調査（学力・意識等）について 

（２）その他 

 

 

議事内容（概要） 

 

○北瀬教育委員会事務局長 

  定刻となりましたので、ただいまから平成３０年度関市総合教育会議を

開催いたします。はじめに、尾関市長からごあいさつをいただきます。 
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○尾関市長 

こんにちは。総合教育会議の開催ということで、お忙しい中ご出席いた

だいたこと、併せて教育委員の方には常日頃から関市の子どもたちのため

にお力添えをいただいておりますことに関し、改めて感謝を申し上げます。 

今年度は第５次総合計画、一年目スタートの年でございます。教育に関

してもさらに充実を図っていこうということで、今年度、電子黒板を各教

室に 1 台ずつ設置できるよう予算化し、整備をいたしました。また、プロ

グラミング教育が必修になるということで、関市では、先生方の研修も含

めて、早めに始めようということでありました。また、各学校での特色あ

る教育の実施に向けて、少しですが予算を増やすことができましたし、あ

りがたいことに、市民の方から関市にいただいた寄付金を活用して、関商

工生徒が海外研修に行くことができたりなど、いろんな取り組みを学校現

場のみなさんも含めて、一緒に取り組んできたという思いを今あらためて

感じております。 

また、小学生の理科算数コンテストが今年初めて行われ、教育長から説

明をいただきましたけれども、中学生よりも大盛況であったということで、

新しい取り組みとして、継続していけるのではないかと思っております。 

また、先日国の方でも入管法が改正されましたけれども、海外の子ども

さんたちが言葉の問題や生活習慣に慣れることが難しい状況の中、通学を

している状況があります。関市では、東部（田原、富岡）が多いというこ

とを聞いておりますので、人材の問題もありますが、出来ればこの２校で

一定程度の期間、通常のクラスではなくて、言葉や日本の学校での暮らし

という最低限のルールをそこで集中的に学んでもらって、その後に各学年、

各クラスに行って学んでもらえるようなことを来年度、新規で取り組んで

いきたいと思っております。おそらく学校の現場の先生が非常に困ってい

らっしゃると思いますので、それを新規事業のひとつとして考えておりま

すので、ご報告させていただきます。 

今日は、全国学力学習状況調査ということで、資料を出していただいて

おりますので、これをテーマに意見交換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。 

 

○北瀬教育委員会事務局長 

ありがとうございました。続きまして、吉田教育長からごあいさつをい

ただきます。 

 

○吉田教育長 

教育委員会を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

昨年度の総合教育会議では、学校教育夢プランのうち、特にプログラミ

ング教育についての協議をしましたところ、市長さんに大変ご理解いただ

き、電子黒板を全教室に導入するという画期的なことが実現できました。

学校現場では大変喜んでおり、各学校でそれらの機器を使って活発な授業

が行われているということで、この場を借りてあらためてお礼申し上げま
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す。後ほど、電子黒板の実践例ということでご紹介をさせていただきます。

今日、ここで我々が生徒になってやると良かったのですが、なかなかそこ

までは難しいので、ビデオで紹介をさせていただきます。 

さて、今回の総合教育会議の協議事項は、全国学力学習状況調査（学力・

意識等）についてということです。内容的には学力の問題と、それから子

どもたちの意識ということで、特に、その中でも夢、目標、については関

市の課題だということが浮き彫りになったのではないかと思います。学校

教育夢プランで事業をずっと進めているのですけれども、かけ声はいいの

ですが、実際の数値になって出て来ていない。そのあたりの分析をどうす

るのか、また今日参加の皆さん、市長さんからもご意見をいただきまして、

今後の対応につなげていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○北瀬教育委員会事務局長 

ありがとうございました。この会議の進行でございますが、この会議は

市長が主宰し行うことになっておりますので、以降の進行は尾関市長にお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○尾関市長 

それでは、 次第に従いまして、協議事項に移ります。 

最初に（１）「全国学力学習状況調査（学力・意識等）について」を議題

とします。それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

○加藤学校教育課長 

（モニターテレビでプレゼンテーション資料を見せながら説明） 

  本日の議題につきましては、今年度の全国学力学習状況調査の分析を受

けまして、「学力と意識」に実態も含めて、説明をさせていただきます。  

  まず、学力ですが、小学校６年生の学力です。過去３年間のデータを拾

っておりますが、国語Ａはおもに知識、国語Ｂは活用に関わる内容ですが、

赤が関市、青が岐阜県、黒が全国です。この３年間の流れを見ていきます

と、特に今年度、国語につきましては知識・活用ともに全国、県も上回り

まして、おおむね良好な状況です。算数も同じく２８年度からの３年間の

経緯がございますが、知識・活用ともに、良好な状態です。理科につきま

しては、２７年度はありましたが、２８、２９年度と調査が実施されてい

なくて、今年度実施されましたが、県、全国と比べ、良い結果が出ている

ということでございます。 

  続きまして中学校３年生です。国語の知識と活用ですが、３年間あまり

大きな変化はないですが、ほぼ県の平均値並の結果になっております。数

学につきましても、今年度は知識・活用ともに県、全国を上回っておりま

す。理科も県、全国を上回っておりまして、以上のように学力につきまし

ては、県、全国と比べましても、おおむね良好な状況にあるということが

言えます。 

  続きまして、質問式調査についてです。意識および実態の結果について、
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特に顕著なもの、学校教育に関わるものとして抜き出してみました。ご承

知のとおり、関市の教育委員会の学校経営の方針は、夢のある明るい学校

です。それがキーワードになっているわけですが、それを受けましてまず

小学校６年生、中学校３年生で自分に良いところがあるかという自己理解

についての質問ですが、今年度小中学校ともに県、全国の平均値をやや上

回っていますが、この中で小学校の平成２６年度、中学校の２９年度は同

じ集団です。それから２７年度と３０年度も同じ集団です。この結果から

２９年度の中学生は小学校時の調査から１０ポイント下がっておりますが、

３０年度の中学生で見ますと、ほぼ同様の結果になっているということで、

良さの自覚が中学校になると同じ母集団でも薄れてくるということは、全

国、県の平均値ももちろん大事ですが、それ以上に中学生になると自分の

良さを感じない子が出てくるということで、そのあたりが学校教育の中で

の課題であると思っております。 

  それから夢や希望ですが、これが関市の学校教育の一番の目標、関市の

夢のあるまちということで、将来への夢や希望があるかということですが、

小学校は３０年度の結果で言いますと、全国の平均値より下回っている。

中学校は県、全国の結果とほぼ同様の結果となったわけですが、やはりこ

の結果につきましても経年変化で見ますと、先ほどと同じように小学校の

２６年度と中学校の２９年度、小学校の２７年度と中学校の３０年度を比

較すると、いずれも中学生になると１５ポイントほど低下しているという

ことです。同じ子どもたちなので、夢や希望を持っている生徒の割合が減

少することがわかります。 

  続いて、自己有用感についてです。これは社会貢献ということで、人の

役に立つ人間になりたいかという設問ですが、小学校はこの５年間、国や

県の平均値をおおむね上回っていますが、中学校は県や国の平均値並みか、

やや下回っています。先ほどと同じように同一集団では中学生になると１

０ポイント程度減少する傾向があります。同じく、自己有用感でボランテ

ィアについてですが、ボランティアに参加したことがあるかという質問に

ついては、小学校中学校ともに６０％を超えておりまして、これにつきま

しては中学校の方が小学校より参加率が高いということで、この数値は小

中学校で逆転していまして、これは各学校でＭＳＪリーダーズなどの組織

を立ち上げて取り組んでいる成果が出ているのではないかと分析いたしま

した。 

  続きまして、読書の時間ですが、今回は、１日の読書時間が３０分以上

の割合を拾いました。小学校は県や全国よりも低く、中学生は全国よりや

や高いという結果でした。このことから読書に親しむという意識は、自己

学習力、自分で勉強したいというところにつながっていくと思います。今

後、読書の更なる推奨に努めていくことが必要だなと思っております。 

  最後に、コミュニケーションへの意識ということで、授業中に自分の意

見が伝わるように発言を工夫しているかという質問では、小学生は県や国

の平均値とほぼ同じでありますが、中学生は国の平均を下回るという結果

でした。授業の中で児童生徒が自分の意見をより聞き手にわかりやすく伝

えるというコミュニケーション能力の育成は学校現場における重要な指導
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内容になると考えております。 

以上のことから、今年度の関市学校教育の成果としましては、次の３点

です。学力については３０年度の結果からは小学校中学校ともに国の平均

値はもとより、県の平均値を上回っており、概ね良好である。それから、

質問調査の結果から、自分には良いところがあると回答した児童生徒が国

および県の平均値を上回っている。ボランティアについても、小中学校と

もに６割以上の児童生徒に参加経験があり、地域貢献の視点から好ましい

状況であるということです。 

  続きまして課題です。将来の夢や希望については、小学校６年生がその

後の中学校３年間で１０ポイントほど下回っております。小学校から中学

校に進学し、最初の進路選択の時期において、夢や希望がある生徒が減少

することは、学校教育における課題であります。２点目、人の役に立つ人

間になりたいという質問に対する回答も、夢や希望と同様に中学生になる

と１０ポイント程度下回っております。自己有用感を育むことができる学

校教育の充実が課題であります。読書については３０分以上の読書をする

小中学生は、わずか３５％ということで３分の１程度。これを、もっと多

くの児童生徒が読書に親しむようにしていかなければいけないと思ってい

ます。 

これを受けまして、今後の方向としまして、まず自己学習力の育成。全

ての学習の基盤となる読書の一層の推奨に取り組んでいきます。関市教育

委員会としましては、今年度から従前のファミリー読書発表会からビブリ

オトークへと変更しまして、読書の魅力を一層高める取り組みを開始して

おります。子ども自身が推奨する本を紹介することで、読書の学びを学校

の授業や生活に活かすことにつながるような読書指導が重要であり、すで

に武儀東小、桜ヶ丘小、富岡小、富野中ではビブリオトークを実施し、本

から学ぶ取り組みを実施しております。今後は、他の小中学校においても、

本の魅力に気付くよう、ビブリオトーク等取り入れるなど、読書指導の工

夫について周知していきたいと考えております。また、魅力ある図書館経

営についても、読書コーナーの設置など児童生徒が図書館で読書ができる

環境整備などにも取り組んでいきたいと考えております。２つ目の自己有

用感の育成につきましては、苦労してという表現が妥当かわかりませんが、

成功体験を蓄積していくことが必要だという視点から、キャリア教育にお

いて自己有用感の育成を高める指導を進めていきたい。特に中学校におき

ましては、職場体験、将来の夢へ憧れを持たせる指導に取り組んでおりま

す。今後は、関市内の身近な職場での匠の技を知る、名人から学ぶ、とい

った職業につながる夢づくりに取り組んでいきたいと考えております。来

年度に向けましては、関市版キャリア教育プロジェクトを企画し、関市内

の事業所における仕事の魅力の紹介を行うなど、各学校のキャリア教育の

実践への支援を進めていきたいと考えております。 

最後です。自己指導力の育成につきましては、特に積極的なコミュニケ

ーションへの挑戦。積極的なコミュニケーション能力を高めるため、授業

の中で今年度特にＩＣＴ機器の活用を進めておりますが、その中でもタブ

レットと電子黒板の互換性を活かしながら、児童生徒が自分の思考過程を
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視覚的に示すことができるようにすることで、思考の持続を生み出し、学

ぶ楽しさを実感できる授業を創造していくよう、学校現場への指導を進め

ていきたいと考えております。また、プログラミング教育の導入により、

自分の思考が、例えばロボットの実際の動きに反映できる学習課程が保障

されます。思考の過程の視覚化を進めることも重要な教育方法であると考

えています。特にＩＣＴ機器の導入を機に、児童生徒の考え抜く力の育成

に取り組んでいくことが重要だと考えています。また、すでに関市内全小

中学校で進めております健全育成手帳につきましては、地域での活動にお

いても活用し、自分が地域の社会の中で役に立ったという自己有用感の育

成にも取り組んでいます。今後、学校運営協議会との連携を深め、更なる

有効活用に取り組んでいきたいと思っております。 

以上のように学校教育におきましては、夢がキーワードになります。関

市の児童生徒が学ぶ喜びを実感できるように、学校の教育活動において考

え抜く力を育てていくことができるよう、学校教育課としての方策を検討

していきたいと考えております。 

以上で終わりますが、このあと、電子黒板のデモを和田がいたします。 

 

○和田学校教育課課長補佐 

（モニターテレビでプレゼンテーション資料を見せながら説明） 

それでは私の方から、関市の電子黒板の整備状況についてご報告をさせ

ていただきます。電子黒板につきましては、今年度約８，４００万円をか

けて１５０台の６５インチ型の電子黒板を新たに導入させていただきまし

た。これにより、全普通教室３２２教室に電子黒板を常時置いておくこと

ができるようになり、全普通教室でＩＣＴを活用した授業がいつでも実施

できるという環境が整備されました。また、電子黒板の整備と併せまして、

タブレット型パソコンの整備を順次進めておりまして、今年度末現在で、

各学校で約６台から２４台、合計３０５台のタブレット端末が導入されま

す。ＩＣＴ教育の推進ということで、いくつかのステップに分けて整備を

していくということが、重要になってくるわけですが、今回、大型掲示装

置と書かれているものが、いわゆる電子黒板というものになりまして、電

子黒板がないことにはなかなか整備が進んでいかないということで、今回

ステップ１が完了いたしました。教室にタブレット端末が 1 台整備される

ことによりまして、先生の指導用のタブレットとして活用ができるように

なります。続いてステップ２に移っていこうとする場合につきましては、

各教室のグループごとに約１台の端末が導入される事によって、子どもた

ちがタブレットを使った授業をすることができるようになります。今現在、

関市としましては、ステップ１からステップ２の方へ移行しつつある状況

であります。 

続きまして、今年度電子黒板が導入されてからどのように活用されてい

るかというのを集計してみました。こちらの数値につきましては左側の青

いグラフの方が昨年度の９月から１１月の間に電子黒板を使ってデジタル

教科書がどれだけ使用されたかという活用頻度を数値化しております。右

側の赤いグラフにつきましては、今年度の９月から１１月に利用された状
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況を表しております。見ていただくとわかりますが、軒並みどこの学校も

今年度の方がデジタル教科書を使った電子黒板の活用がなされているので

はないかなと思います。こちらは中学校の方になりますが、こちらの数値

につきましては、あくまでデジタル教科書がどれだけ表示されているのか

というのをサーバーのログを解析して表示している関係で、デジタル教科

書以外の教材を使っていると、ここの数値には反映されてこないもので、

若干数値が下がってしまっている学校もあるのですが、これは使っていな

いわけではなくて、ほかのデジタルコンテンツを使っている可能性もある

ということで、あくまでどれぐらい使われるようになったかという尺度で

見ていただけるといいのではないかと思います。 

それでは、続きまして、実際の関市内の学校でどのような使われ方をし

ているかというのを一部ご紹介させていただきたいと思います。まず事例

の１つ目になりますが、安桜小学校で活用された方法です。安桜小学校に

毎年６月くらいにハワイから一時帰国されるお子さんがおみえになりまし

て、６月の下旬に体験入学ということで一緒に生活をされます。そのお子

さんと文通をしていたのですが、向こうの学校とスカイプを使って交流が

したいということで、実際に交流をされた様子になります。３年生のクラ

スで、ハワイがどこにあるのかということを事前に学習した上で、こうい

ったシナリオを学校で考えられました。これが実際の使い方になりますが、

電子黒板の左上の方に、タブレットを固定しています。タブレットにカメ

ラが付いていますので、こちらの様子をカメラで見ながら向こうの様子が

電子黒板に表示されるという仕組みになっています。このように電子黒板

の中の方に、向こうのハワイの子どもたちが映っている状態になります。

今ちょうど交流が始まった状況です。左上の方にお母さんが映っています

が、この方が交流されてる子のお母さんです。実際に交流しているお子さ

んはこの日、熱を出し学校を休んでしまったので、急きょお母さんに司会

をやっていただきました。こちらが朝９時で向こうが午後２時で、時差を

比べあったり、子どもたちでお互いに質問をしたり、歌で交流をするよう

な活動を行いました。リアルタイムで交流することができます。 

もう一つ事例としまして、武儀西小学校にお願いをして、授業風景を撮

っていただいたのですが、５年生の国語の授業になります。今、電子黒板

に映っているのは前回の授業の終わった時のテキストを画面で残しておい

て、次の授業での振り返りで先生が利用されているものです。授業で振り

返りをしてから、今日の授業ということで、実際に進んでいます。 

次は、デジタル教科書の活用状況ですが、教科書と同じ画面になってい

まして、通常ですと紙ですが、アニメーションの機能がデジタル教科書に

はついていますので、先生が数字をさわると、こちらのグラフに点がプロ

ットされまして、これによって三角形の面積がどう変わるかというのをア

ニメーションで表示されます。また、上のところに青い字でＹ=８×Ｘと手

書きで書いてあるのは、先生が電子黒板の方に書き込んで子どもたちに説

明をするというような使い方をしている場面です。デジタル教科書につき

ましては、映像ですとか、音声、動画のようなアニメーションを使ってい

ますので、子どもたちが視覚的にわかりやすく指導できるというメリット
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があるのではないかと思います。少し分かりにくいのですが、理科の実験

で水溶液、水の量を増やしていくと塩がどれくらい溶けるかというのを各

グループに分かれて実際に子どもたちが実験をします。実験後にどれくら

い溶けたかというのを、先生があらかじめ配布しているタブレットのグラ

フにそれぞれのグループが水の量を変えて結果を入力します。これだけだ

と、自分たちの水溶液がどれだけ溶けたかという結果しかわからないので、

ここから次のステップに進めないのですが、先生がグラフにプロットして

もらったデータを全部重ねて表示できる機能がありますので、重ねて表示

することによってそれぞれの水の量が増えていったことがわかり、どうい

う規則性、法則性があるかというのを子どもたちが実際に体験することが

できます。 

次に、体育で利用されている状況です。ハードル走でタブレットのカメ

ラで遅延再生機能がありまして、撮った映像を５秒後１０秒後に遅れて再

生する機能がついていますので、子どもたちはハードル走を走った後に遅

れて再生される自分を見ることができ、自分の跳んでいる姿を確認しなが

ら繰り返し練習することができます。 

これら以外にも各学校の先生方は工夫されています。授業だけではなく

て、規模の大きな学校につきましては、全校集会を実際に集まって行うの

は難しいので、各教室の電子黒板で映像配信しまして校長先生がお話しさ

れている姿を各教室で見るといった使い方ができます。以上でございます。 

 

○尾関市長 

それでは説明が終わりましたので、質疑やご意見等をいただきたいと思

います。ご意見等はございませんか。まず、全国学力学習状況調査につい

て、ご意見等いただきたいと思います。 

 

○奥村教育委員 

  学力状況調査の教科の結果がおおむね良くなってきたと説明されたの

ですが、もちろん授業でいろいろ工夫をされたというのが一番かと思うの

ですが、特にこういう努力があったから良くなったという実践例はありま

すか。 

 

○加藤学校教育課長 

  関市の施策ですと、わかあゆ講師を配置していることです。県の方から

も少人数指導等で非常勤をいただいているのですが、それだけでは全ての

学年をカバーできないのが現状です。わかあゆ講師は免許を持っている職

員を配置するということで、少人数指導をしておりますので、小学校につ

きましては、３、４年生の算数の授業の充実による指導の成果が２、３年

後の６年生の４月の段階で出てきていると考えています。関市外の学校で

すと県費の非常勤でしか少人数指導ができなくて、そうなると学年が限定

されてしまうのですが、関市におきましては、わかあゆ講師を配置するこ

とによって３、４年生については少人数の習熟度別の指導をやれているの

が大きいかと思っております。 
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  国語につきましては、学級担任が教材研究を本当に良く取り組んでいる

と思っております。朝読書をやっている学校が多いのですが、読書量をも

う少し増やしていくことで今後学力に反映していけると思っております。 

 

○足立教育委員 

  朝読書をやっている学校があると言われていましたが、どれくらいやっ

ておられるのですか。 

 

○加藤学校教育課長 

  学校によってまちまちですが、月曜日から金曜日まで、例えば月曜日は

算数のドリル、それから国語のドリル、それから読書というふうに曜日に

よって変えている学校もありますし、多少工夫している学校ですと例えば

８００文字くらいの長文を読んで、要旨を２００文字以内にまとめましょ

うというように読解力の育成に取り組んでいる学校もあります。朝読書に

つきましては、全小学校で週一回以上は位置づけているということです。 

 

○足立教育委員 

  私も勤務した高校で、あまりに読書量が少ないということと、進学する

場合に作文力が弱かった面があったので、朝読書をとにかく１０分間やろ

うということで毎日位置づけることをやった結果、やはりずいぶん変わっ

てきましたので、継続して１０分でもいいので行われることは、非常に有

効なことではないかなと思いました。 

もう一つ、自己理解とか夢や希望のところが小学校では結構高いのです

が中学校では低くなってくるのは、どういう背景があると思われています

か。 

 

○加藤学校教育課長 

  私は中学校の勤務が多かったのですが、一つ言えるのは、３年生になっ

て子どもたちが現実を知るということ。進路の関係で現実を知ります。そ

うすると夢を持っていても、夢が実現できないということを実感し、トー

ンダウンするということを想像します。小学校６年生まではテストを８０

点くらい取れるのですけど、中学校３年生になりますと平均点が５０点く

らいになったりするという現実があります。進路と直結すると子どもたち

も夢をそこで無くしてしまうことが考えられます。その当たりが中学校の

指導では難しい部分だと感じます。小学校の段階では憧れを持ってやれま

すが、やはり中学校３年生になると最初の進路選択で初めての壁があるわ

けです。そこで現実を見るというのは中学校３年生の生徒にとっては乗り

越える大変ハードルの高い壁になる場合もあると思っております。 

 

○足立教育委員 

  現実のとらえ方の指導もまた重要になってきますね。 
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○田中教育委員 

３０年度の理科や中学３年生の数学Ｂは全国と比べて高いと感じますが、

その他は、２、３ポイントの差なのでそんなに大きく変わらないと感じま

した。 

自己有用感の社会貢献について、全国も県も関市も他の年度に比べ２９

年度だけちょっと低いのは、何か理由があるのですか。 

 

○加藤学校教育課長 

  そこは分析できておりません。 

 

○吉田教育長 

  全国調査をやっても、時々こういうことが起こることがあります。その

学年の全国みんなが低かったり、高かったりという現象が起こることがあ

りますので、何か原因がないか調べておきたいと思います。 

 

○田中教育委員 

先ほどの説明で、夢や希望について小学生から中学生になると１０ポイ

ント下がるのは、関市だけではなく全国的にそうなので、関市だけの問題

ではないと思います。 

 

○加藤学校教育課長 

  せっかく小学校の時点で８割以上の子が夢を持っているのに、中学校を

卒業する時期には７割を切ってしまうので、何か対策が取れないか考えて

みたいと思っております。 

 

○尾関市長 

  以前は、市民の方から関市の子どもたちの学力はどうなのですかと聞か

れたときには、「小学校は４７都道府県で下から数えた方が早いです。た

だ中学校になると上から数えた方が断然早いです。岐阜県はだいたい全国

平均並みです。」と、今までずっと答えてきました。全国でも四十数番目

という学力が、今回は、関市も岐阜県もポンと上がってきて、中学校もい

い位置にあると思うのですが、これは、さきほど教員の加配という話があ

りましたが、加配はずっと前からやっているので、特に今回上がってきた

理由とはそのままイコールではないかなと思って話を聞いていました。そ

うなると、例えば県全体で試験対策をしていたのではないでしょうか。 

 

○加藤学校教育課長 

  実は岐阜県の学力学習状況調査を４年生５年生で過去３年間ぐらいやっ

ていました。 

 

○尾関市長 

  学力状況調査という名前の試験を受けさせて、振り返り、見直しを含め

てやっていたということですか。 
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○加藤学校教育課長 

  全国調査は６年生の４月ですよね。４、５年生の学力状況調査は 1 月か

ら２月にかけてやります。それは、岐阜県独自で、ここ３年間ぐらいやっ

ておりましたので、職員もそういうことに対して非常に敏感になっていて、

その分析もしながら学び直しをやってきたというのはあると思っており

ます。 

 

○尾関市長 

  その説明の方がわかりやすいです。 

 

○吉田教育長 

  ただ、それにしてもというところは、今年はあると思います。 

 

○尾関市長 

  やればやった分だけ上がる部分と、そうではない部分があって、関市と

して教育委員会としても取り組みをして、上がったというのが一番良いわ

けですけども、そうでないとなかなか小学校の順番が下から一気に一桁台

に上がるというのは通常は無いですよね。 

 

○加藤学校教育課長 

  ただ、今回の結果には載せませんでしたが、平成３０年度の中学３年生

は、平成２７年度の６年生です。このときは県や国の平均よりも低かった

のですから、この集団というのは、中学校に入ってから３年間の中で学力

が上がったんだなということは言えます。 

 

○尾関市長 

  関市の小学校は、勉強で追うのではなくて、いろんな体験をしながら学

んで、中学校に入ると受験という目標があるため勉強して上がってくるの

で、「小学校でそんなに勉強勉強であるとか、全国より低いとかを気にす

る必要はないですよ」という説明を、いつもしています。小学校の学力調

査がこんなに上がると、どう説明をすればいいのか。 

 

○加藤学校教育課長 

  一度、学校教育課としても、今回の成果がどういう根拠に基づいている

のか、さらに分析してみようと思います。 

 

○尾関市長 

  まだ単年度の結果なので、経年で見ていかないと評価もできないと思い

ます。来年度、対策したのに落ちるということもあるので。 

 

○加藤学校教育課長 

  私も、関市教育委員会は、夢のある明るい学校というのを打ち出してい
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るので、学力よりも、夢や希望などの数値が今後上がってほしいと思って

います。自分の良さの自覚や、社会の役に立つ人間になりたいとか、そう

いうところに私たちもすごく意識がいきます。もちろん学力も大事なので

すが、将来を見据えたときには、そういった意識調査が大切かと思います。 

 

○田中教育委員 

  学力はやっぱり福井とか秋田が高いのですか。 

 

○加藤学校教育課長 

  あっちは県全体で日々練習しているのです。 

 

○吉田教育長 

  県の試験があって、それを非常にがんばるということです。 

 

○尾関市長 

  私も、夢や希望のポイントが下がっているのが気になっていて、全国と

あまり変わらない数値ではあるものの、特に小学生が２８、２９、３０年

度の順に下がってきているので、それが辛いというか気になります。  

  先日、福井県越前市の事例を伺った時に、同様のデータについて話があ

り、夢や希望の数値がすごく低かったので、夢教室の取り組みを実施し、

その後のグラフを見せてもらうと、右肩上がりで上がったという説明を聞

きました。関市の数字をこれまで聞いてなかったなと思って見せていただ

いたら、下がっていることを知りました。 

 

○吉田教育長 

  それに合わせて、夢を書かせる、目標を書かせる、それを定期的に実施

するということを高等学校でやりました。一つの実験として、来年いくつ

かの学校で、４月の始めに自分の夢を書きなさいというアンケートを実施

した学校と実施していない学校での比較、また、夢教室を実施した学校と

実施していない学校での比較、そういう分析をやるといいかなと思います。 

 

○尾関市長 

  夢教室も全学校でやれるといいとは思いますけれど、学校側の大変さも

あるので、全学校では難しいと思います。 

 

○尾関市長 

  その他、電子黒板以外ではご意見よろしいですか。それでは、先ほど和

田の方から説明があった電子黒板、タブレットの活用について何かご意見

をいただきたいと思います。 

 

○奥村教育委員 

  教室に 1 台ずつあるのは、やはりありがたいことで、身近に先生たちが

すぐ使えるということで、先生方の勤務時間の減少にもつながっていくと
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思いますし、子どもは動く画面が大好きですので、子どもにとっても興味

深いことでありがたいことだと思っています。タブレットもこれからどん

どん入っていくということになると、身近なところで子どもたちが活用で

きていくと思います。 

 

○足立教育委員 

  先ほど、算数の授業の時に先生が数値を押すことによって面積が変わる

という使い方について、違いとか、変化の仕方とかが動きとして捉えるこ

とができ、そういうのが視覚でわかるので、これはいいなと思いました。

今までなぜ無かったのかなと思います。もし昔もこういった機械があった

なら、もう少し興味の持ち方が自分も変わっていたかなと思いました。そ

れと、タブレットのカメラを使ってリアルタイムでやり取りができるとい

うのは、すごいなと思います。大事なことだと思いますし、子どもたちに

夢を与えることにもなるだろうし、興味を喚起させることにつながると思

いますので、もっと普及していくといいなと思います。 

 

○田中教育委員 

  私も同じで、すばらしいなと思います。子どもも操作することに抵抗が

全くないし、どんどんやっていってもらえばいいと思います。一方で、そ

ういうのをやればやるほど読書をしないようになるのかなと思って、読書

率の向上をどうしたらいいのかなと思います。 

 

○加藤学校教育課長 

  本に親しむというのは、難しい問題だと思います。 

 

○尾関市長 

  アメリカやハワイ等は、州によって違うのでしょうけど、タブレットや

電子黒板は普通に整備されているということですか。 

 

○和田学校教育課課長補佐 

  今回交流しているのが、ハワイのハナハウオリスクールという学校です

が、ハワイの中でもかなり教育に力を入れている学校だそうでして、向こ

うから今回の交流の提案をいただいたくらいです。私立の２００人くらい

の学校です。スカイプも当たり前のように使われているようです。 

 

○尾関市長 

  スカイプは今までには考えられないことで、子どもの時から海外に行か

なくても子ども同士でリアルタイムに交流ができます。昔は文通や絵の交

換を国際交流の一環でやっていましたけど、今を生きる子どもたちにとっ

てそういうのは当たり前になって、それが学校で提供できるのはいいこと

だなと思って見させていただきました。 
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○加藤学校教育課長 

  タブレットと電子黒板の両方の設置が進んで、電子黒板は完備しました。

電子黒板だけだと前で見せることしかできず、子どもたちが自分の考えを

電子黒板に送ったりとかできませんが、タブレットと電子黒板を併用する

ことで、子どもたちの思考過程が視覚化されることができることは非常に

大きいなと思います。発言だけでみんなに自分の考えを伝えていたのが、

視覚で捉えて考えあうことができるので、非常にそういった意味では有効

だなと認識しております。 

 

○尾関市長 

  先生が機器の使用を習得する面で、大変ではないですか。特にご年配の

方は。 

 

○加藤学校教育課長 

  電子黒板については、もう既に何年か前から設置されていて、市が指定

研修校にしてやってきていますので、年配の先生でもある程度はできるの

ですが、この後タブレットと電子黒板の互換性を利用してやっていくとな

ると、今後さらに研修していかないといけないと思っています。今後、タ

ブレットと電子黒板の互換性を利用した授業の指導方法について研究し

ていかなければならないと考えています。 

 

○尾関市長 

  そのあたりはケアしていかないと、逆に先生方の負担が増えて、ただで

さえ忙しい先生が電子黒板とタブレットでさらに大変になってしまって

は本末転倒になってしまいますので、よろしくお願いします。 

 

○加藤学校教育課長 

  実態調査をしまして、その上でなるべく職員の過重負担にならないよう

夏季研修とか、そういったものを考えていく必要があります。 

 

○尾関市長 

  プログラミングのロボット学習も進んでいるのでしょうか。 

 

○和田学校教育課課長補佐 

  今年度のプログラミングの授業は、各学校３時間がほぼ終わりました。

また、来年度以降どういった教材を導入していくかについては、来月行わ

れる情報主任会でソフトバンクさんから提案をいただいて、ペッパーを使

ってどんなプログラミング教育ができるか、ＳＴＥＡＭ教育ができるかと

いうのをデモでやっていただく時間をとりましたので、検討していきたい

と思っております。 

 

○尾関市長 

  ＩＣＴ教育については、そのほかよろしいですか。 

次に、その他でございますが、何かご意見あればお願いします。 
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○奥村教育委員 

  市長さんのあいさつでもございました外国人受け入れにあたって、事前

の勉強をしてから、各学校に通ってくるというのは大変ありがたいことだ

と思います。以前ですと、何もわからない子がすぐに学校に来て混乱する

ことがありますので、外国人のお子さんにとっても悲劇ですし、日本の子

たちも巻き込まれていくので、十分勉強してから学校に行くことができる

体制はありがたいことだと思います。 

  それから、途中から入学する子についても入学前に健康診断を受けてか

ら入学するようにしていただきたいと思います。 

 

○足立教育委員 

  疑問に思っていたことが一つありまして、不登校の生徒たちが、中学校

から高校へはどう進んでいるのかなということと、高校で不登校になった

人たちが、実際に就職や進学をしているのかということ。そのまま引きこ

もりになっていないかとか、もし引きこもっているとしたら、その人たち

へのケアはどのようにされているのかが気になっています。特に小、中、

高校に在学している生徒に対しては、学校やまなびセンター等での対応が

あると思うのですが、高校を卒業した後のひきこもりの人たちは、どこで

どのようなケアがされているのか、そのあたりが知りたいです。 

 

○北瀬教育委員会事務局長 

  福祉分野に関わってくることでもあります。以前、福祉政策課におりま

したのでわかる範囲でお答えします。小中学校の不登校の子は、ふれあい

教室や、各学校の先生方と対応していますが、そこから高校に行ったとき

に、小、中学校の先生方と離れてしまいますので、高校、就職、特別支援

学校の子たちも含めた対策として、福祉政策課の中に福祉相談室というの

を設けました。そこが中心となって、小さい頃から高校、それ以降大人に

なってからも引きこもりにならないよう教育委員会と協力して、いろんな

会議や研究会を開いています。今までですと、中学校で切れてしまってい

たんですけど、小、中学校の情報を基に高校、それ以降のことも把握して

いけるようにやっているところです。不登校から引きこもりになる可能性

が高いので、大人の方の引きこもりも含めて、福祉相談室が中心となって、

引きこもりに陥らないように状況をしっかり把握していこうということ

で取り組んでおります。 

 

○田中教育委員 

  今、働き方改革が掲げられる中、いろいろ先生の労働時間等の問題が大

きいと思います。今年、新しく入る先生は何人おられるのでしょうか。 

 

○加藤学校教育課長 

  まだ人数の方は正確にはわかりませんが、今年の倍くらいは採用しなけ

ればと思います。 
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○田中教育委員 

  何人辞められて、何人入ってみえるのですか。計画としてはどうですか。 

 

○加藤学校教育課長 

  退職される先生だけでなくて、市外から入ってみえる教員もありますし、

市外へ出ていく教員もみえるので、一概には退職の人数だけでははかれな

いのですが、来年度は外へ出て行かれる教員の方が多いです。３年がサイ

クルで、教員になって６年目までは３年ごとに計画配置をやっているので

すが、来年度に限って言いますと、外に出る教員の方が多いので、その分

を臨時的任用の教員を配置した上で、今年度の倍くらい入れる予定です。

今年度は８名だったので、その倍以上は必要だと思っております。 

 

○田中教育委員 

  先生という職は、つらい、長時間、自分の家庭のことも何もできないと

いう悪いイメージが膨れていっているので、それを何とか払拭していける

ように、先生がまず夢を持って仕事ができるよう、がんばっていただきた

いと思います。 

 

○尾関市長 

  働き方改革では、何か実施する予定はありますか。 

 

○水野教育総務課長 

  来年度、全小中学校で時間外用の留守番電話の導入を考えております。 

 

○奥村教育委員 

  緊急の場合はどこか窓口はありますか。 

 

○加藤学校教育課長 

  緊急の場合は、教育委員会事務局の方が窓口になります。土、日曜日に

ついては、まなびセンターに連絡が入りまして、そこから校長に連絡をと

り、教育委員会事務局が把握しなといけないものについては連絡をする流

れになります。 

 

○尾関市長 

  校長会からの要望では、あまり挙がっていないのですか。 

 

 

○加藤学校教育課長 

  校長会から多く挙がってくるのは、もう少し研修を減らしてほしいとい

うものがあります。研修以外にも県教育事務所への出張が多いので、研修

と重なってしまうと、補充が大変になるという理由です。それについては、

県教育事務所と市教委の研修を一緒にすることで、二日実施されていたの

を一日にする等の工夫をしているのですが、なかなか研修を減らせないと

ころがあり、苦慮しています。 
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○北瀬教育委員会事務局長 

  岐阜県教育委員会が整備を調整している校務支援システムを、来年度、

小、中学校で各１校ずつ試験的に導入する予定をしております。県内統一

のシステムですので、県がリードしていただけることを期待しております。 

 

○尾関市長 

  その他、ご意見はございませんか。 

それでは、ほかにご意見等が無いようですので、本日の協議事項は全て

終了しました。ありがとうございました。 

 

○北瀬教育委員会事務局長 

それでは、以上で平成３０年度総合教育会議を閉会といたします。 
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