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  四街道市教育振興基本計画策定委員会会議録 

 

日  時      平成２３年１２月２６日（月） 午後３時～午後５時００分 

 

場  所      青少年育成センター２階会議室 

 

出席委員      会          長  坂東 佶司 

          副     会     長  金子 篤正 

          委          員  臼田 たか 

          委          員  高橋 信彦 

          委          員  寺尾  哉 

          委          員  諸根 範代 

          委          員  原名由里子 

          委          員  江﨑 俊夫 

          委          員  古川 美之 

          委          員  宮原 隆史 

          委          員  永澤 秀幸 

          委          員  新倉 節夫 

 

出席職員      教 育 部 長  實川 佳延 

          教育部参事（政策調整担当）  櫻井 克己 

          教 育 総 務 課 長  森塚 敏郎 

          教 育 総 務 課 主 幹  松尾 秀人 

          教 育 総 務 課 主 査 補  伊藤 智剛 

          教 育 総 務 課 主 査 補  小川 貴幸 

          学 校 教 育 課 長  渡辺 義之 

          社 会 教 育 課 長  久留戸邦彦 

          ス ポ ー ツ 振 興 課 長  加藤 忠典 

          四 街 道 公 民 館 長  佐々木五一 

          図書館長（視聴覚ライブラリー所長）  横山 正彦 

          青少年育成センター所長  三上  勝 

 

傍聴人       なし（男性  名 女性  名） 
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１．開  会 

 

２．会長挨拶 

 

３．議  事 

（１）定足数の確認 

 ○委員１３名中１２名出席 

 

（２）会議の開会及び会議録の作成について 

 ○会議は原則どおり公開とし、会議録作成については、原則どおり発言者の名前を記名すると 

いうことで決定 

 ○会議録署名人は、寺尾委員に決定 

 ○傍聴人なし 

 

〇板東会長 これから会議に入らせていただきますけれども、前回の会議で、事務局から提出いた

だいていた資料が１から８まであったかと思いますけれども、その中で、私も前回の会議の終わり

のときに時間がとれなくて、申しわけなかったということで申し上げたのですが、臼田委員さんの

ほうから、事務局から提出された資料について若干触れさせていただきたいというようなことがご

ざいました。そういうことで、最初に臼田委員のほうから、特に資料５、６、７、８ということで

承っておりますけれども、この点についてよろしくお願いします。 

 

〇臼田委員 では、本日前回の資料をお持ちでない委員の方々もいらっしゃるかと思いますけれど

も、私は学校現場の立場で、大変よく分析されている資料でしたので、いろいろと考察させていた

だきまして、考えるところが随分ありましたので、お話をさせていただいて、皆様方の参考になれ

ばいいのかなと思っております。決してアカデミックなものではありませんけれども、よろしくお

願いいたします。 

 まず、アンケートのほうから、小学生、中学生にとったアンケートで、国語と算数、数学につい

て、わからないとか好きかとかいう項目があったのですけれども、私が大変ショックを受けたのは、

国語のほうが算数よりもわからないとか好きでないと出た数値が大変ショックでした。ほとんど毎

日のようにある国語が、小学校なのですけれども、わからないとか好きじゃないというふうに答え

が出てくると、学校の現場にいる者としては大変考え込む場面でして、どうしてかなとしばらく考

えました。そういう話を図書館の司書の方ともお話をしながら、将来的にはぜひ四街道市のほうで

読書教育に力を入れていただきたいなと思っているところです。といいますのも、学校の図書室と、

それから市の図書館との連携がいまいち十分にされていないのではないかなと。学校の図書室にな

いものを市からお借りする場合にも、定期便というのですか、本の定期便というふうに回ってくだ

さる市もあるのですけれども、そういうことがなかなか行き届きませんので、本校の職員は千葉市

まで借りに行ったりとかしているのですけれども、できるだけそういうセンター的な施設も含めて

読書教育を市で全面的にやっていただきたいなと思っています。もちろん学校現場でも読書が大好

きな子供たちを育てたいなと思うのですけれども、それも一つの国語教育の国語の授業が好きとか
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楽しいと言ってくれるようなところにつながっていくのではないかなというふうに、今までいた市

町村の経験から、そういうふうな感じを持ちました。これは、また自分の学校でも何とかして楽し

い授業を展開して、本当に基本の基本になりますので、国語を大事にしてやっていきたいなという

ふうに考えております。 

 それから次に、学校の授業は楽しいかというところで、小学校５年生だと思うのですけれども、

70％以上ですね。中学生は、38％ぐらいが何とか楽しいというふうに思うと。ところが、中学校２

年生で60％以上の生徒がどちらかというと思わないとか、思わないほうに回答しておりますので、

授業のあり方というのも、小学校もそうなのですが、中学校も力を入れて、来年度から新学習指導

要領が実施になっていきますので、とても大事なことではないかなというふうに考えました。あく

までも私個人の考えですので、お聞き流しいただいても結構です。 

 そして、違う項目になるのですが、資料３に戻るのですが、不登校のきっかけというところに分

析されている中で、小学校では無気力、不安などの情緒混乱が最も多いというふうに書いてあるの

ですが、本校を振り返ってみますと、一番不登校のきっかけになっているのは、事例があるのです

けれども、友達関係がつくれないというところに随分原因があります。女の子が特にそういう子が

多いのですけれども、３年生、４年生、５年生、６年生で女子のトラブルが随分ありまして、また

それが中学校につながっていくのかもわからないのですけれども、友達がうまくつくれなかった

り、友達が離れていったりしたときに学校に行きたくなくなると。学校へ行ってもつまらないとい

うことで不登校に入った子もおります。そこで大事なのは、親御さん、家庭のサポートと学校のサ

ポートになっていくのですけれども、保護者の方も自分のお子さんの友達ができないということに

ついて、子供の社会性とか、そういうことよりも、学校で何とかしてくれと言って見える方が多い

のです。担任の先生、何とかしてもらえないですかというふうなことをよく言われまして、２学期

で幾つかあったのですけれども、友達関係は教師がつくるものかというところなのです。集団づく

りは、教員がするのですけれども、だれだれさんとだれだれさんが一緒になるようにするとか、担

任であってもそれはなかなか難しいことで、そこまで設定しないと人間関係がつくれないかという

ことで、このアンケートの結果とも一致していくのですが、コミュニケーション能力とか人間関係

能力の育成というのが前提にあって、不登校というものの一因になっていくのかなということを感

じております。 

 そして次に、核家族が多いという実態が出ておりました。核家族が多いということは、いろんな

ところでそういう状況が見られると思うのですけれども、本校もすごく多くて、特にお母さんだけ

とかお父さんだけのご家庭が随分います。確かに家で過ごすときにも寂しかったりとか、両親がい

ても、両親の関係がうまくいっていなくて、子供がそれを不安に感じて、小学校１年生なのですけ

れども、体で反応するというような登校拒否をあらわすとかが出てきています。学校として、核家

族が多い学校、いろんな学校があると思うのですが、本校もあるのですが、どうすればいいのかな

と自分で考えたのです。そのときに、子供は寂しいのだろうなと思うのです。子供が先生方に話し

かけるパーセンテージも非常に低いですので、小５の段階で2.2％が先生に相談するというパーセ

ンテージで、中学生になると1.8というふうになっています。先生に話をするということも何かバ

リアがあるのかなというような現在の状況なのですけれども、友達や家族が一番多いと思うのです

けれども、学校はどんな場であればいいかなということを考えたときに、命を大事にするという意

味で、本校では動物愛護にすごく力を入れております。いろんな動物を飼って動物に触れさせて、
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そこで語りかけるという場面も出てきますし、動物を家族のように感じる子供が随分出てきており

ます。私もできるだけ朝早く行って、飼育小屋にいるのですけれども、世話をしているのですけれ

ども、子供が早く来て、お母さんが早く仕事に出かけてしまうということで学校に早く来るのです。

７時ごろにもう来ています。飼育小屋に来て動物に語りかけるのです、何々ちゃんって。話しかけ

る家族がいなくなると、学校に来て、先生もまだ来ていない時間だったりすると、動物に語りかけ

たり、そこにいる私なんかにも学級のことを話してくれたり、動物の話を共通の話題にしたりして

いるのですけれども、そういうふうになってきているのかなと。ちょっと寂しい状況ではあるので

すけれども、そういう子供たちも学校は受け入れていって、気持ちを酌んであげたいなというふう

なことは思っています。ただ、どれぐらいできるかということは、なかなかその限界があるのです

けれども、そういう場面をできるだけ展開していくということで、動物愛護とか動物の命を大事に

することで自分のことも大事にするような教育活動を展開していきたいなというふうに考えてい

ます。じっくり心を育てないと、急には育っていかないということで、６年間で発達段階に即して

やっていきたいなというふうに思いました。この結果を出していただいて、考察で私は自分の学校

のことを改めて振りかえることができまして、大変いい機会になりました。 

 それから、親御さんのストレスが多いということが書かれていますが、親御さん自身のストレス

を持ち込まないようにすると書いてあるのですが、実際にはほとんどは持ち込んでいますよね。そ

して、離婚するとかドメスティック・バイオレンスとか家庭でいろいろ問題を起こしていまして、

その被害を受けているのは子供だなというのは、日ごろ子供たちに接していまして、児童相談所と

のかかわりがありますので、そういうことを実感しております。親自身のストレスを解消するなん

ていうことは、文面に出しても、実際には非常に実現が難しいことではないかなと悲観的にとらえ

ております。 

 それからあと、学校で思いやりの心とか道徳教育の推進ということで、非常に今年度から力を入

れていますし、千葉県でも力を入れています。それからいろんなところで心の教育ということが叫

ばれているのですけれども、学校で確かに道徳教育をやっておりますが、指導したことが家庭で実

践されているかということになりますと、家庭で教えるべき公の場でのマナーとか、そういうもの

が徹底していないというのが実態です。これは、調査結果の考察どおりです。例えば学校でマナー

のことを教えまして、休日、ある学級担任がレストランに行ったのです。そうしましたら、そこに

自分の担任している子供がいて、非常に悪いマナーであったと。大声で叫んで非常に悪いマナーだ

ったので、お店でどなってしまったのだそうですが、そこにいる親御さんは知らん顔していたと。

自分の子供ではないような顔をしていたというようなことがあったということで、非常に担任がシ

ョックを受けて報告してきたのですけれども、学校で教えていることが実践に結びつくかというと

ころが非常に難しいかなというふうに、この考察を読んでいて改めて思いました。 

 あと、教職員の資質向上、これも書かれているとおりなのですけれども、教職員のストレスとか

療養休暇に入る職員が新聞によると5,400人ぐらい出ていたということなのですけれども、ストレ

スというのは果たして事務仕事の増加だけでしょうかということで考えますと、私は保護者の対応

にも原因があると思うのです。非常に最近振り回されております。保護者の方によっては、途中で

担任をやめろとか、学級編制を途中でできないのかとか、そういうことをおっしゃる方もいます。

自分の子供がその担任の先生と相性が合わないからということで、自分の子供さんが一番というの

がそこに見えてくるのですけれども、結局何とかしてくれということで、結構面談をやるのですけ
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れども、そういうことがあると、学級担任のほうはすごくストレスだろうなと。その電話の対応か

ら面談の対応に至るまで非常にストレスになっているなと最近は思います。事務仕事の増加以上に

メンタル的なものが大きいのではないかなというふうに思っております。ただ、事務仕事も、本校

の場合は、こういうことを言っていいかどうかちょっとわからないのですが、余分な仕事が入って

きているのです。その一つは、給食の会計の仕事が入ってきているのですが、滞納とか未納が結構

ある学校なので、未納の方や滞納の方から現金徴収をするのですが、それを集めるのが教職員なの

です。もちろん管理職が窓口なのですけれども、担任が集めて、それをまた持っていくというよう

な仕事をしているのですが、多い学校だと、月に１回振りかえ不能ということで来ますので、また

改めて通知を出すとかというふうに、結構そういう仕事も入ってきていますので、本来の教育活動

の仕事とはちょっと違うのではないかなと思いながらも職員には協力してもらっていますけれど

も、そういった意味での仕事をもう一回見直すということ、教員としての仕事を見直すということ

も大事なのかなと最近は思っております。 

 以上、考察を通していろいろ考えさせていただいたのですけれども、結論的に言いますと、子供

に必要なものというのは、最後に書かれているように、表現力やコミュニケーション能力、それか

ら人間関係能力、この辺を主体的に行動する力をつけていくというところ、生活上の人間関係の希

薄化の改善というところでは、学校現場からも心からそういうふうに願っておりますし、育ててい

きたいなというふうに考えております。ちょっといろいろと雑駁ですが、感じたところをお話しさ

せていただきました。 

 以上です。 

 

〇板東会長 ありがとうございました。 

 臼田委員の学校における教育実践といいましょうか、いろんな実践経験の中から感じられている

ことを中心に表明いただいたのではないかと思いますけれども、事務局のほうで何か今の件につい

て補足できるものがあればお願いします。なければ結構です。 

                   （発言する者なし） 

〇板東会長 では、今臼田委員のご意見等ございましたけれども、この後の議題と関連してくる事

項もございますので、またそのときに再度お気づきの点がありましたらご討議いただければと、こ

のように思います。ありがとうございました。 

 

〇宮原委員 今臼田先生からお話があったのですけれども、実は我々も薄々感じています。その対

応を教育委員会のほうと、それから学校側、それから先生のほうでもって今までなされてきたのか

どうか、その辺が一番のポイントだと思うのです。それがあったのかどうかということで、現場の

ほうは困っている状態があるわけです。今お話しされたとおりだと思うのです。それに対して何を

今までやってきたのか。これは、今に始まった問題ではないですからね。 

 

〇臼田委員 もちろん学校現場でできないことは、教育委員会と相談しながら連携してやっており

ます。支援いただかないとやっていけませんし。ただ、私は今回自分の力が足りなかったなという

ところ、特に授業とか教育活動については自分ですごく反省していると。足りないなと思っている

のですが、保護者の対応とか、そういう公なものについては全部教育委員会にサポートいただいて
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います。すぐ相談しながらやっておりますので、そういうことによって職員も守ることができるの

で、必ずやっております。 

 

〇宮原委員 先生方を守るというのはわかるのですけれども、子供のためにどのようにするかとい

うことで、なかなか一人では難しいですし、その問題に取り組まなくてはいけないのではないかと

思うのです。以前私の娘もいじめに遭ったのです。私が見ていましたら小学校５年のときにありま

して、体に傷がついてきたのです。それからあと、物忘れがある。３週間ぐらいです。それから私

が乗り出した面があるのですけれども、さっきコミュニケーション能力とおっしゃいましたけれど

も、大人になりますと、相手を記号的に見るとか、そういう能力が発達してくるのです。できる人

とできない人とか、そういうのを学んできますから、子供の場合はそれをいかに教えるか。記号的

に見ればいいわけですよ、接する相手を。人間的な面で見るより、どっちかというと、そういう人

との接し方の面がまだ見えてこない。学習していない面がありますので、それをどのように教えて

いくかというのが先生の役目ではないかなと思うのです。 

 

〇板東会長 今いろいろなご意見をきっとお持ちだと思いますけれども、とりあえず資料に関連し

て委員さんのほうからございましたので、一応共通の話題としてご了解していただければありがた

いなと思います。 

 それでは、きょうの議題のほうに入らせていただきたいと思います。 

 会議次第の順序からいきますと、基本理念などについて前回さまざまな意見交換等をいただいた

わけでございますが、その点につきまして事務局のほうから修正後の内容について説明をお願いい

たします。 

 

〇教育部長 前回10月27日の第２回策定委員会の折に教育の基本理念と四街道教育の目指す姿を

お示しをさせていただいて、委員の皆様よりたくさんのご意見をいただきました。特にその中で、

意見の中で多かったものは、国や県で使用している言葉、いわゆる一般的な言葉で造語は控えた方

が良いというのがありました。もう一点は、表現を市民の方にわかりやすく、一回見ただけでわか

りやすいような表現の仕方はどうかということで、主に表現についてご意見をいただいたように思

います。それらを踏まえまして、今回教育の基本理念と四街道教育が目指す姿を改めてご説明させ

ていただきたいと思います。 

 お手元の資料の１を見ていただきたいと思います。教育の基本理念につきましては、前回もご説

明申し上げましたように、５月11日から６月30日まで行われましたアンケート調査の結果並びに教

育の目指すところの普遍性等を踏まえて基本理念をここにご提示をさせていただきました。内容的

に５つのものをまとめた形で、「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり」ということでま

とめをさせていただきました。内容的には、１、知・徳・体の調和のとれた教育の推進、前回のと

きには全人教育という言い方をしましたけれども、全人教育のとらえ方もさまざまですので、スト

レートにここでは知、徳、体の調和というのを使わせていただいて、知、徳、体の調和のとれた教

育の推進というものを最初に掲げました。 

 ２つ目は、前回のときは体育と心育を根本原理とすること、特に心育という言葉がどうかなと。

徳育とか、いろいろご意見をいただきましたけれども、もう少し具体的にここもお示しさせていた
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だいて、身体と心の育成を根本とする子育ての推進、これもストレートな物言いにさせていただき

ました。 

 ３番目のところは、前回は日常生活を充実して生きていくことのできる資質、能力の向上という

ふうにさせていただいたのですが、ここだけほかの５つと比べると、とらえ方が小さいと。もう少

し大きなとらえ方、ほかの５つとあわせたバランスのよいとらえ方がいいのではないかということ

でご意見をいただきましたので、ここは生涯を充実して生きていくことのできる資質、能力の向上

というふうに改めました。 

 ４番目のところは、これはちょっと漢字を直させていただいて、社会の形成者たる有為な人づく

り、これは変わりません。５番目のところも変わりません。家族、郷土、国を愛する心の育成とい

うことで、それらまとめた形で、前回お示しした「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり」

ということで基本理念をとらえさせていただきました。 

 続いて、次のページに四街道教育が目指す姿ということで、ここも幾つか変えてあります。１番

につきましては、これは同じです。志を持ち、勤勉で勇気ある子どもたち。次が、尊師愛生という

言葉を使ったのですけれども、ここもなかなかとらえ方が難しいということで、これもストレート

に教師と子どもが強い絆で結ばれた明るく楽しい学校という言い方にしました。３番目は、生涯に

わたり生きがいを持ち、充実した日々を過ごす市民、これも具体的な表現にしました。４番目のと

ころは、自然という言葉を入れました。四街道の特色ということで、自然と歴史を大切にし、伝統

文化を継承しながら新しい文化を創造する市民。最後は、同じなのですが、若干言い方を変えて、

家庭・学校・地域が連携し、それぞれの役割を果たし合う社会。前回ご意見をいただいて、基本理

念、それから四街道教育が目指す姿をこのように審議経過を踏まえながら定めましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇板東会長 部長のほうから教育理念、それから四街道教育が目指す姿、この２点について、前回

の会議の委員の皆さん方のご意見をもとにしながら修正されたものとしての説明がありました。 

 各委員さんからそれぞれご質問やご意見等ございましたら、この際お願いいたします。 

 寺尾委員。 

 

〇寺尾委員 ちょっと枝葉末節的なことかもしれませんが、知、徳、体と並んでいる場合、その真

ん中の点なのですが、それぞれ並列関係にあって、知、徳、体のところだと思うのですが、家族、

郷土、国とした場合に、これは点ではなく句読点のほうが自分はしっくりくるのです。並列関係で

はなく、さらに家族よりも郷土が大きく、国が大きいので。ご意見をいただけたらと思います。 

 

〇教育総務課長 今のご意見をお受けいたしまして、また今後調整させていただきます。 

 

〇板東会長 そういうことでございますので、よろしくお願いします。 

 永澤委員。 

 

〇永澤委員 決定的なところはないのですけれども、今先生がおっしゃったのですけれども、私も
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そう思いました。中黒といって、最近はやっているのですが、国語的にはおかしいので。 

 それで、１番ですが、２行目、調和のとれた教育のところ、育成しなければならないの「な」が

抜けています。 

 それと、２番の身体等云々のところですが、子育ての基本は自分の体を自分でとありますね。こ

の「自分で」という３文字が要るのかなと思います。 

 それから、その次の行、自分によく皆にもよいとありますが、そういう教育をやるためには、今

の現世を見て、みんなにもよく自分にもよいという、全体というか、友達というか、そういうこと

をやったほうがより意味がいいのではないかと思うのです。自分によいというのは、何となく迷う

といいますか、自分を第一に置いて、みんなを第二にみたいな、何となれば、みんなにもというの

は、ついでにというか、並列ではあるけれども、そんなことを思いました。 

 ３番目のタイトルですが、生涯を充実して生きていくことのできる資質、能力の向上と。前回と

同じように、資質、能力と４文字並べているのですけれども、何か助詞がついてもいいような感じ

がします。１つは、資質と能力を一緒に並べて何か意味があるのかなと。資質というのは、生まれ

つきの性質や才能とすれば、能力というのは、何か仕事をやらせたときに、その人ができるかどう

かという、総合力というのでしょうけれども、そうすると資質、能力の向上というのは、資質と能

力でもいいし、何となれば、このところに「と」をいれるとか。ただ、資質を向上させ、能力を向

上させるということで、能力は確かにキャパシティーを上げるわけですから、アップしてもいいの

です。資質というのは、生まれつきの性質ということは、悪い性質もあるわけです。やくざになっ

ても充実した、いい人生だなと言うようなことも考えられるし、私が思ったのは、生涯を充実して

生きていくことのできる能力の向上で十分だと思うのです。この説明の１行にも同じ４文字を入れ

る必要はないと、そのように考えます。 

 以上です。 

 

〇板東会長 いろいろこの基本理念についてはご意見等おありかと思いますので、最初はどんどん

皆さん方からこの機会にお出しいただければと思います。後からまた事務局で対応についてご説明

をお願いしたいと思います。 

 宮原委員。 

 

〇宮原委員 この基本理念、このとおりだと思うのです。こういう形で教えるには、こういうもの

を掲げてやるということだと思います。さっきの問題なのですけれども、こういう基本理念を掲げ

てやって問題が解決するかというと、僕はちょっと解決しないと思うのです。ちょっと戻りますけ

れども、実は前回尊師という問題がありましたね。寺尾先生からも、今は教師ではなくて教員とい

う言葉だというようなお話もありましたし、ちょっとこんなことを思ったのですよ。アラブの春っ

て今盛んに言われていますよね。全体主義の大きな権力が崩壊して、というような意味で今使われ

ていると思うのですけれども、昔の先生方というのはそれこそ教師で、絶対的な権力を握っていた

のですよ、教えることについても社会的にも。ところが、今はそういう見方で、寺尾先生がおっし

ゃったとおり、教員というような形です。これは、世界の流れとか、そういうのを見ても、ある種

の流れの中であるとは思うのです。そうした中で教えるに当たっての問題点が多々出てきたという

ことのように思われます。それをどのように解決したらいいかということなのですけれども、僕は
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まず先生方をこういう流れの中から守らなくてはいけないと。守るための何か基本理念、教育に対

しての基本理念が盛られていけばいいのではないかなというような気がしているのです。その一つ

としまして、教えるに当たっては、もうとにかく子供中心主義だと。親が何を言おうが、周りが何

を言おうが、子供中心にやっていますよというような、そういうのを知らせるようなものが必要で

はないかなというような気がするのです。私の接している親御さんを見ていましても、とんでもな

い親御さんとか、そういう方がいらっしゃるのです。でも、教師ではないけれども、教員ですけれ

ども、子供中心にやっていますよと。四街道の教育理念もうたっていますよというような、先生方

を守るような、そういうような基本理念があったらいいのではないかなと思います。それから、歴

史の中の流れとしまして、先生方が教えるという形ではなくて、皆さんが教えるという流れも出て

きていると思うのです。それで、鹿児島の郷中教育というのをご存じだと思うのですけれども、先

輩が教えるのだと。あえて言いますと、先生も先輩なのだと。だから、ある有名私立高校は先生を

さんづけで呼んでいます。生徒は、先輩として教えてもらうのだと。大阪の適塾のような、あれだ

って先輩が後輩に教えると。そういう流れも今後出てくるべきだし、そういう流れに持っていくこ

とによって、先生自身プロですから、その中では本当にプロで、私たちのほうも教えることについ

てはプロなわけです。だから、一般の人たちは先輩として教えるには、その指導とか、そういうの

は指摘することもできますし、そういう中で子供を守っていくということで、何とかこの基本理念

の中に盛り込んでいければいいのではないかなというような気がしているのです。後戻りするよう

な形で申しわけないのですけれども、何かそんな気がしています。 

 

〇永澤委員 これは、基本理念ですから、要するに精神的なことをいろいろやっておればいいので

あって、具体的なことは施策の中で毎年考えていけばいいことで、今僕は先生の立場で聞いていて

今のお話は余り理解できなかったのです。それと、寺尾先生が前回言ったように、自分は教員だと

「員」をつけているけれども、それはそんなに遠慮しないでいいと思うのです。それだったら、医

師や看護師やいろんな職業の人もそうでしょう。そんな感じではなくて、たとえ教師としての滑り

出しでつたなくても、それが10年、20年たてば、いつの間にかなっていくでしょう。例えば士官学

校を出た人が将兵になったときに、彼らは決して下っ端だと思っていない。おれが全軍を率いてい

くという、要するに自分よりも２つ先の地位というか、ポジションに立って今からやっていないと

だめなのです。だから、教員なんて遠慮せずに、おれは大先生だと言っていいと思うのです。私だ

ったらそうします。 

 

〇板東会長 話をもとに戻しますけれども、今の一つの教育理念、この辺のことにつきましては、

ある程度の結論をここで出さなければならないと思います。 

 

〇宮原委員 国立大学と私立大学がありますね。私立大学でもって、いい学校もあるわけですよ。

では、なぜいい学校があるのかと。それは、その私立大学をつくった人の人格、例えば日本女子大

の成瀬さんとか、慶應の福澤諭吉とか、そういうものの人格がその学校自体の教育を形成している

のです。それと同じような形で、四街道市というものの人格に当たるようなものがそこに出てくる

と、ほかの市とは違った教育形態が出てくるような気がしているのです。難しい問題のようですけ

れども、それに附帯するのが四街道市でつくる教育の基本理念というような形になってくるのでは
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ないかなと思うのですよ。確かに個人に任せて、個人の教育、指導がこうだったら立派な人間にな

っているからというような形で、その前の段階でこのような形で四街道市の教育理念を見た場合、

何かそんなような面が出てきてくれればいいのではないかなと思います。 

 

〇高橋委員 ２番の身体と心の育成を根本とする子育ての推進のところなのですけれども、もちろ

んこれには反対がないと思います。私が思うには、寝たきりの子供がいるのです。つまり、自分の

体を自分で自由に動かせることが根本だとしたら、もちろん体力をつけるのはいいですし、寝たき

りの子は寝返りが打てるように体力をつけると。寝返りが打てるようになった子は、自分の意思を

表現できるように、イエスとノーを例えば身体で表現できるように体力をつけると。体力をつける

というのはもちろん大事なのですけれども、根本となりますと、寝たきりの子供が四街道にもいる

わけですので、そのこのことを含めて考えてあげることが大事かなと思うのです。例えば表現のこ

とですけれども、これはこれでいいとして、それとともに要するに自分で自由に動かすことのでき

る体力がある体を育成することを目標にしたほうがいいと思います。表現はいろいろあると思うの

ですけれども、その子に応じた体力を育成するというような表現がどこかに入れていただけると、

例えば寝たきりで動けない子供を持つ市民の理解を得られるのではないかというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

 

〇板東会長 ありがとうございました。この後の施策体系というのが今後出てまいりますので、今

皆さんから出していただいたような意見というものがどこでつながりが出てくるかということと

関連してくるかなという感じがいたします。とりあえずここに示された文言というのは、ある面で

はこれは一つの形として示されることになりますので、この辺の表現を含めて意図するもの、含ま

れたものについては、この後の施策との関連もまた出てくるかもしれないので、より実効性の高い

ものを求めていくという５カ年計画との関連も出てくるかと思いますので、これはまた後から具体

的にご討議いただければと思います。今このような観点で基本理念に関していろいろなご意見等を

賜っていますが、時間もある程度限られていますので、報告のほうに入りたいと思います。 

 

〇新倉委員 基本理念について意見ということでよろしいですか。１番については、知、徳、体と

いうことで、これは教育の基本理念、不易の部分であるということを考えますと、これは妥当なの

かなという考えです。ただ、先ほど臼田先生がおっしゃられたように、中学生になってくると、学

校がちょっといまいちだという子供がふえてくるのです。こういうことを考えた場合には、基礎基

本的なことをきちんと学校のほうでやっていただいて、知の部分を指導していただくということが

基本になるのかなと思います。 

 それから、２番目なのですが、これは体の部分と徳の部分が合体しているようなところなのです

けれども、心のところなのですが、単なる心なのではなくて、豊かな心というような表現だといい

のかなと。豊かな心を持った子供たちということです。 

 それから、３番目については、生涯を充実して生きていくことができるというのは非常に大事な

視点です。私は、もうちょっとこれを具体化して、これからの社会というのはますますグローバル

化していきますよね。そして、大きな災害もいつどこで起こるかわからないというようになってい

くのかなと思っています。そうした場合、これも臼田先生がおっしゃったのですが、表現力、コミ
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ュニケーション能力と。もう日本だけではだめだと。グローバル的な人間を四街道市からつくって

いくのだというような発想のもとに、そうした場合、ここのところの文面を自分で考えて判断して

積極的に行動することができる子供たちの育成というふうにしたほうがいいのかなというふうに

思います。自分で考えて判断して行動するところから充実して生きていく心が生まれてくるのかな

と。それから、ますます変化していくこのグローバルな社会、世界に対応するためには、こういう

能力というのが求められるのかなと思っています。今目まぐるしい勢いで世界が変わっていますよ

ね。それが我々にもはね返ってくるわけですよ。例えば一昔前までは、皆さんご存じのように、食

品ですが、今は全部賞味期限でしょう。ところが、ちょっと前までは製造した年月日が刻まれてい

たのですよね。それが何で賞味期限になったか。これは、アメリカがそうしてくれと。結局輸入し

てくる場合に、古いやつだとだれも買わないではないですか。だから、賞味期限にしておけば、そ

こがリミットになって、買う場合には、製造年月日は関係なく、幾ら輸入したって、賞味期限さえ

先であれば買いますよね。だから、アメリカのほうでそうしてくれということで、日本全国変わっ

てしまうわけでしょう、そういうふうに。そういう身近なところです、私たちの生活の。だから、

どうしてそうなのか、こうしたらどうなるのかという疑問を常に持って生きていくという、そうい

う子供たちをつくっていく。大きな災害が来た場合に自分で判断して逃げる。大体学校にいれば先

生方が誘導してくれますよね。でも、震災っていつ来るかわからないのですよ。実際にあった話な

のですが、この間の東日本大震災だって、お年寄りに、ばあちゃん、ここにいたら危険だから逃げ

てって、そういうことも言えるわけですよね。それで助かったと。自分なりに考えたのではないで

すか。そういう基礎学力というのかな、これからさっき言った１番目の知、徳、体をさらに伸ばし

て、今度は自分で考えて判断して行動できるという、そういう人づくり。だから、３番のところは

ちょっと表現がどうかなと思いました。 

 それから、四街道教育が目指す姿に、教師と子供が強いきずなで結ばれた明るく楽しい学校と。

まさにこういう学校づくりって必要だなと思いました。これはいいのかなと自分でも思いました。

ただ、そこのところの最後なのですが、家庭、学校、地域が連携し、それぞれの役割を果たし合う

社会というふうにあるのですが、この順序は学校のほうがいいのかなと。学校が家庭とか地域と連

携してそれぞれの役割を果たし合う社会のほうがいいのかなと。これ家庭がトップに来ているので

すよね。私は、学校が先のほうがいいのかなと思います。 

 

〇永澤委員 僕は、この３番を改定することには反対です。今おっしゃったことは、この３番に全

部入っていると思うのです。国際化、グローバル化とか、それから自分で切り開いていく力、これ

は要するに基本理念だから、理念なのですよ。理念というのは考え方だから、そんな具体的にグロ

ーバルな人間をつくる云々というのは、そのレベルのもっと上の理念だとか考え方だと思うので

す。だから、そんなことを言ったら切りがないですよ。地震があるとか、台風になるとか、大風が

来るとか、飛行機が落ちるとか、それはみんなこの３番に入っているのだと思うのです、僕は。こ

れを議論すると時間がないですよ。僕は、この３番はそのままでいいと思います。ただし、資質は

とってほしいですが。 

 

〇板東会長 それでは、大体皆さん方のご意見等、もっと出したい方もいらっしゃるかと思います

けれども、一応ここでこの報告に関して、このまとめでよろしいかどうかだけ、皆さん方の共通理
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解だけは図らせていただきたいと思います。ただ、今出てきましたさまざまなご意見等につきまし

ては、事務局のほうでもう一度可能な限り検討して、もう一回出していただければというふうに思

います。 

 

〇永澤委員 それと、もう一つつけ加えていいですか。四街道教育が目指す姿ですが、漢字がずら

ずらっとなって、四街道教育ということですけれども、どうしてこういう使い方をするのかなと思

うのです。四街道「市の」というのが入らないとぴたっと来ないのです、頭のひだに。東京都だっ

たら東京教育が目指す姿、佐倉だったら佐倉教育が目指す姿、そんな文言は余りないですよ。四街

道市のと、「市の」が入らないと国語としておかしいです。そう思います。 

 

〇江﨑委員 基本的には、私はこれでよろしいのではないかと思っています。ただ、この２番、先

ほど出ましたけれども、根本というのがやっぱりちょっとひっかかるなと思います。目指すとか、

何かちょっとこの表現を工夫しないといけないだろうなと。その下の説明も、先ほど指摘があった

とおりだと思うわけですけれども、それは考える余地があるのかなというふうに思います。グロー

バル化については、４番でもきちんと述べているわけですから、それに対応したのが４番なので、

３番も入るかもしれませんし、総合的に見て１から５、課題となっている部分をすべて網羅してい

るのかなというふうに感じました。 

 

〇板東会長 せっかくの機会ですから、いろいろお聞きしているのですけれども、時間がちょっと

押してきているのですが、時間の問題ではなくて内容の問題なので、疑問点があると次へ出られな

いと思いますので、この線で一応ご了解いただいて、今宿題を出されたようですので、事務局のほ

うにまたご検討いただきたいというふうに思います。みずから学び、みずから考え、みずから判断

する、みずから行動する、まさに生きる力という教育の理念そのものなのですけれども、後ろのほ

うを読ませていただいたら、生きる力ということは随所に出ているように思いましたので、またそ

の辺につきましてはこの後の提案の中で詳しく出てくるのかなというふうな気持ちでおります。一

応いかがでしょうか。１から５まで、次回またこれを骨格として、修正個所があれば、いただきな

がら議論していきたいと、このように思いますので、ご了解をお願いします。 

 それでは、ここからきょうの議題に移らせていただきたいと思います。きょうの議題は２つ用意

されております。１点目は、教育課題整理及び施策体系（案）についてというのが１点です。（２）

は基本目標について、この２点をきょう議題とさせていただきたいと思いますが、１番目の教育課

題の整理及び施策体系（案）につきまして、事務局のほうからご提案をお願いしたいと思います。 

 なお、承りましたところ、一括提案させていただきたいと。それは、内容に連動性があるという

ことを承りましたので、一括でご提案することを了として進めさせていただきます。 

 主幹、お願いいたします。 

 

〇教育総務課主幹 それでは、本日の議事のですけれども、ちょっと順番が前後するかもしれませ

んが、まず最初に資料４の基本目標をご覧になっていただきたいと思います。この基本目標につき

ましては、今までご討議いただきました理念に基づいて10年後の四街道教育が目指す姿を実現する

ために今後５年間どういう目標を持っていこうかということで、策定本部会で検討した結果、以下



 13

の６つを基本目標とすることでご提案させていただきます。 

 まず１点目、時代を切り開く確かな学力を身につけた子供を育てます。２点目は、豊かな感性を

持ち、強い心で正義を尊び、自ら考え、行動できる子供を育てます。３番目が、児童生徒及び保護

者と教職員の強い信頼関係を礎に地域に開かれた学校づくりを進めます。４番目としまして、自己

の目標の実現に向かって取り組む市民のための学習環境を整えます。５点目としまして、豊かな自

然や先人のつくり上げた伝統文化を受け継ぎ、新しい文化を創造する市民活動を支援します。６点

目としまして、家庭、学校、地域の持つ教育力を高め合い、三者が積極的に連携する体制づくりを

進めます。この６つの基本目標を持ちまして、５年間取り組んでいきたいということでございます。

この６点につきましては、教育の目指す姿をいかに実現するかということで設定しているものです

が、そしてその教育の目指す姿が５点ありますけれども、どれがどれということで１対１の関係で

はなくて、10年後の子供たちや市民の姿、あと社会の姿を実現するためにこの６つの基本目標を設

定させていただきました。そういう考えでございます。 

 続きまして、資料３になりますけれども、これは前回同じようなものをご提示しているのですが、

計画の全体の構成図、施策体系と申し上げているのですが、全体的な構成図がわかったほうが以後

討議が進めやすいかなと思いまして、今申し上げました５年間の基本目標まで入れ込んだ形で全体

はどうなのだというところのものでございます。当然一番頭のほうに教育の基本理念を持ちまし

て、先ほど部長からご説明申し上げましたが、明日を切り拓く心豊かでたくましい人づくりという

ものを理念に置いて、今後10年間の四街道教育が目指す姿を描こうと。次に、教育をめぐる現状と

課題の分析につきまして、５年間の基本目標を今ご説明申し上げましたが、６点の目標を掲げてい

ると。これ以下につきましては、教育委員会の各所属のほうでこの基本目標を達成していくための

施策の具体的な展開の方向性を１月以降に策定いたしまして、今度の２月の会議に出していきたい

と思っておりますが、その施策展開の方向性に基づいて具体的にどういう事業を行うかということ

を考えていきたいと思います。 

 ここまでが今回考えていただく基本計画の分野になっておりまして、その下の教育施策、これは

毎年度教育委員会で年度ごとの施策をつくっているわけです。これが計画で言うところの実施計画

的なものになりまして、こちらの教育施策につきましては、毎年度の予算の確保状況に応じて実際

にできるものをここに積み上げていくと。基本計画については、当初ご説明したと思うのですが、

予算の裏づけがございませんので、一応施策の方向性という形で基本計画をつくってこの毎年度の

教育施策のほうで実践していくと。その下の教育施策の点検評価というのも毎年やっておりまし

て、教育施策に盛り込んだ事業内容について教育委員会のほうで点検評価を行って報告しておりま

す。これに基づいて翌年度の教育施策にフィードバックさせて、当然その辺は予算確保が絡むので

すけれども、そのように持っていくと。そういった形でこの計画全体が進んでいくというところの

構成図でございます。 

 次に、教育をめぐる現状と課題につきましては、担当の伊藤からご説明いたします。 

 

〇教育総務課主査補 教育課題等につきましては、資料の２、教育をめぐる現状と課題としてまと

めさせていただいております。これは、５月に実施したアンケート調査、各種統計資料、そして日

ごろの業務を通して各所属の状況などをまとめたものでございます。 

 総論的な教育をめぐる社会変化と四街道市における現状と課題として５項目、郷土に対する意
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識、子供、青少年、学校教育、教職員、家庭教育、社会教育、生涯学習、この６つに分けて記載し

ており、ごらんのとおりでございます。今後展開する施策や事業について考えていく上で重要な内

容となってまいります。ここに上げた課題以外に委員の皆様それぞれの課題認識があるかと思いま

すので、この場でご意見をいただけたらと存じます。次回の会議でお示しする施策事業案に極力反

映させていただきたいと思っておりますので、活発なご意見をお願いいたします。 

 

〇板東会長 以上、事務局のほうからご説明がありました。 

 これから皆さん方のご意見やご質問を賜りたいと思います。今２つのテーマを一括してご提示い

ただきまして、内容的にはかなりふくそうしている面があろうかと思いますけれども、一応最初は

質問を承って、その後意見ということにいたしたいと思いますので、最初は質問をお出しいただき

たいと思います。 

 それでは、資料３の施策の体系というのがございますけれども、これが非常に流れとしては理解

しやすいのかなと思いますけれども、これにつきましては、先ほどご説明のあった箇所、この辺あ

たりからひもといていきたいと思いますが、何かございますか。 

 永澤委員。 

 

〇永澤委員 この表の教育委員会というのがありますよね。その下に施策展開の方向性というのが

４本あるのですけれども、８種類ほど書いてありますけれども、例えば教育委員会みたいに横１本

にして施策展開の方向性と、それで済むのではないですか。それから、その下にまた同じことを５

つ書いたのが４つありますけれども、これだって横にして施策、事業と書けば済むことではないで

すか。よくこれだけパソコンでできたなと思って、私だったら断るのですが、それからその下に大

きな矢印があって、教育施策、毎年策定、それから教育施策の点検評価と書いてありますね。矢印

がこうあるのですけれども、これは上下逆にしたほうが、矢印も要らないし、計画を立てて10年後

どうだったかなという反省をやって、その結果この教育施策との一体的な事業計画はできるのが順

番で、この教育の中ではこんな逆のことをやるのですか。この流れは意味がないですよね、そんな

ことをしたら。 

 

〇教育総務課主幹 ご指摘の施策展開の方向性と事業例につきましては、事例的に書いたほうがわ

かりやすいと思うのですが、施策展開の方向性というのは何度も出てくると思いますので、イメー

ジを持つために複数書かせていただいたものです。これは、別に１本でもこういう施策展開の方向

性、事業例だよという流れになるということと同じことでございます。その下の教育施策の点検評

価、あと公表というのは、この教育施策を作成して点検評価を行って公表というのはもう既に実施

している順番なのです。毎年度当初にその年度に何をやったか具体的に入れ込んだものを公表しま

して、ちょっと年度が入れかわるのですけれども、前年度の点検評価を年度末にやって、それをも

とにまた翌年度の教育施策のほうにフィードバックさせていくというような形をとっております

ので、流れ的にはこの流れになります。 

 

〇永澤委員 前々から聞いていたのですけれども、事業展開をやるときに予算の裏づけがないとい

うのはどういうことですか。銭がなかったら何もできないと思うのです。不思議でしようがないの
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ですけれども、事業計画を立てるでしょう。予算を組んで、これを上部機関に諮って、それで認め

られたとすると、そこで折衝があって削られる。それで、まともなやつができると。銭の裏づけが

ないというのは、教育委員会というのはそんなに別扱いなのですか。昔マッカーサーが教育委員会

をつくったときに、日本の制度を軍国から外そうということで非常に弱体化して、アメリカでやっ

ているような教育のシステムを入れたわけですけれども、どうしてそんなことがと、僕はもともと

そう思っていたのです。例えば四街道市だったら、四街道市教育部というのがあって、そこの一部

分にこういう教育委員会がやっているような仕事があれば、市長の命令や、あるいは市議会の意思

が通じてばしっと行くのです。銭をやらずにやれというのはどうなっているのかと。それを聞きた

いなと日ごろから思っていたのです。 

 

〇教育総務課主幹 この教育振興基本計画をつくるというのは、当市では初めてのことでございま

して、本来であれば、財政部局が入って、この５年間に10億円あげるから、10億円の中でやってい

いよというお墨つきがとれればいいのですけれども、そこまで今回の計画づくりでは行っておりま

せん。ですので、一応こちらのほうで基本的なものをつくって、市の総合計画、今度25年度に策定

するのですけれども、その中に反映させていって、確保できるものはしていくと。この教育振興基

本計画は、その目指す目標、要するに向かうべき方向をみんなで共有するための計画ということで

位置づけて、当然その中から毎年度の予算要求の中で確保できるものは確保していって実現してい

くという形をとっております。これが２回目、３回目の基本計画になっていったときに、10年後、

15年後ですか、そのときにまた財政部門を交えて、どうしていくかということは決めていきたいと

思います。 

 

〇諸根委員 予算に関係して希望なのですけれども、質問ではなくて意見になってしまうかもしれ

ないのですが、５年間の基本目標の最初に時代を切り開く確かな学力というのがあって、確かな学

力をつけなければということで、日々私たち教職員は仕事をしているのですけれども、やっぱり人

数が欲しいなと常々思っております。個別指導のために、できればクラスの中にもう一人入ってい

ただけたらと考えています。ですが、国の今の状況ではちょっと厳しいということで、各学校全部

厳しいものがあると思います。先ほど臼田先生のほうから、楽しい学校にするために、何％の子は

余り楽しくない、授業がわかっていないというようなお話がありましたけれども、子供たちが楽し

く学校に来るためには、やっぱりわかる授業をすることを身につけなければなりませんが、どうし

ても個別指導のための人、物より人が必要だなと切実に思います。ですから、来年無理だったら、

これから先で構わないのですけれども、支援員の方とか、あと少人数の指導員というのでしょうか、

時間制でも構いませんので、ぜひこれを切にお願いしたいと思います。 

 それから２つ目に、確かな学力というのは、これはコミュニケーションもそうですし、思考力、

表現力、判断力って合い言葉のように言われていますが、時代を切り拓く確かな学力というのは、

多分あすを切り開くというところから流れてきていると思うのですけれども、時代を切り拓く確か

な学力というのは果たしてどんなものなのかなと。むしろ、確かな学力を身につけた子供を育てま

すのほうが私たちとしては、現場におりてきたときに、確かな学力だよねということで指導しやす

いので、ちょっとここを疑問に思いました。 

 以上です。 
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〇板東会長 ご意見ということでございましたので、事務局のほう、よろしくお願いいたします。 

 寺尾委員。 

 

〇寺尾委員 全体を整理させていただいて、ちょっと的外れがあるかとは思いますが、教育をめぐ

る現状と課題は、読んでなるほどなと思いながら、よく膨大なものをまとめていただいたなと思っ

ております。この中で驚いたのが、老年人口が４割、22年度ということなので、23年度はもう少し

ふえているのかと思うのですが、その中で教育ということですから、この中では高年齢化の問題は

扱わなくていいのかという点が１点と、もう一つは、高年齢の方々を率先して活用していく方法を

四街道市として出していければ先が見えてくると思うのですが、今年度つくれるかどうかわからな

いのですが、いかがでしょうか。 

 

〇教育総務課主幹 これから先、具体的に施策の方向性とかを次回以降の会議でお出ししていく中

で、当然高齢化がもう進んでおりますから、そういう高齢者への施策をどうするかという点は考慮

して出していけるものと考えております。 

 

〇寺尾委員 教育と高齢者の関係と、高齢者問題自体についてはこの場では特に扱わないのかとい

うことはいかがですか。 

 

〇教育総務課主幹 私の私見みたいになるのですけれども、市の行政の中で、縦割りと言っては申

しわけないのですが、福祉部門のところがございまして、そこで高齢者への計画というのは策定し

ております。あと、今回は教育振興基本計画ですので、生涯学習とかの面で今後も出てくる高齢者

に対してどうやって対応していこうかという部分は取り扱うべきだと思っていますが、高齢者問題

を全体的に取り扱う必要はないのかなと考えております。 

 

〇臼田委員 今の資料２についていいですか。学校教育のところで幾つか出ていると思うのです

が、人権教育、それから特別支援教育、キャリア教育、ＩＣＴ教育、安心安全な学校づくり、まさ

に全部必要な事項だと思うのですけれども、日本も世界もグローバル化していく世の中でグローバ

ルな人材を育てていくのに、私は外国語教育、特に小学校に入ってきている外国語活動をもっと推

進していかないと、グローバルな子供、もちろん国語が基本なのですけれども、外国語に親しんで

いく子供がもっともっとふえていかないと、自分の専門だから言うわけではないのですが、必要で

はないかと思っております。四街道に来て、前任の学校、前々任の学校を思い浮かべましても、市

を挙げて外国語活動、小学校５、６年の英語活動だけではなくて、１年生からどんどん外国語に親

しませるということを市の体制でやってきているので、四街道は、申しわけないですけれども、学

校間の温度差とか、学校のとる授業の時数の格差が非常にありますので、自分の学校だけよければ

いいという考えではいけないなと自分でも思っているのですけれども、もっともっと広げてグロー

バルな人材を育てていくという意味では、ぜひ外国語教育も取り上げていただけるとありがたいな

と思っているのですが、いかがでしょうか。 
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〇板東会長 今先生のご意見がございましたけれども、特に何か学校教育課のほうでございました

らどうぞ。 

 

〇学校教育課長 ただいまご意見をいただきました。私どものほうでもグローバル化に向けた学校

というのはやっているわけなのですけれども、もっともっと広くというようなということと、あと

今それぞれの学校でやっているものを広げるというようなことも含めて行ってまいります。 

 

〇高橋委員 外国語教育につきましては、ちょっと異論がありまして、時数が非常に厳しい時間割

の中で外国語教育をふやすというのは非常に厳しいと私は思っています。ですので、私も同じ市に

行ったことがあるのですけれども、確かに一生懸命やっておられるのでしょうけれども、例えば変

な話、低学年の英語を国語の時間にやるとか、そういうおかしな現象もあらわれているので、限ら

れた時間の中でどういうふうに行うかというのは非常に難しい問題だと思っています。 

 

〇臼田委員 反論するわけではないのですけれども、教育課程を編成するのは校長ですので、教育

委員会の了承もいただきますけれども、私はできるだけ、今四街道にいるということで、どこへ行

くかというと、１年生は一こま授業時数がふえていますし、それから業間のお休みのモジュール的

な15分でも20分でもやるということを帯状にやるとか、それから学級裁量の時間を工夫するとか、

それから聞きますと、３、４年の総合の時間も一部、国際理解教育として、交流活動の基盤として

の外国語活動ができるというふうなことも聞いていますし、できるものはすべて計算して今何とか

工夫して年間15回ということでやっておりますけれども、５、６年生は週１回なのですけれども、

語学教育というのは小さいときからやると大変効果が上がる。特に音声から入っていって、なれて

いくということが５、６年になると大変役に立つということを実感しておりますので、時間が全小

学校でそろわなくてもいいので、親しむという機会をぜひ教育委員会にもご支援いただきながら少

しずつでも協力したいと。私は、英語の専門だから、自分の学校だけやっていればいいという考え

ではいけないなと最近よく思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇高橋委員 どの学校も基本的な時間はきちんととっていると思います。基本的な時間をとってい

ない学校というのはないと思います。ただ、それは各校長の裁量の範囲がありますので、本校では

国語教育に力を入れていますし、大日小では英語教育に力を入れていると。それは、英語教育をや

っていないということではなくて、基本的な時間はきちんと確保して、その上でその学校の目標と

する教育をどうするかという、それは学校長の経営の問題ですから、それは少ないということでは

ないのではないかと思います。 

 

〇臼田委員 でも、少ない学校は１学期に１回しかやっていないということで、できるだけ格差を

縮めてほしいと思っているわけです。 

 

〇金子委員 難しい問題だと思うのですけれども、何をもって外国語教育、グローバル化教育かと

いう問題だと思うのですけれども、英語をしゃべることを教えるのが外国語教育なのかということ
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を私なりに考えておりますので、四街道市として成田市みたいに英語中心にやっていくというのは

若干無理があるという気がします。それから、さっき高橋委員がおっしゃったように、時間的な問

題、確かに学力をいっぱいつけなければならないものがあります、小学校の場合には。国語力をつ

けなければ英語もできないわけです。だから、臼田委員の指摘はわかりますけれども、四街道とし

て特に英語を重点的にやるということに関しては若干無理があるのではないかと。しゃべる英語と

いいますか、私はそんな感じがしていますから、そういう意味で目標に掲げるのはちょっと難しい

かなと。 

 

〇高橋委員 英語科というのが今年度新設されて、きちんと時数も決まっているので、もしそれを

やっていない学校があるのであれば、それは大問題だというふうに思っていますが、それは学校の

ほうの問題で、ここの問題ではないですよね。 

 

〇臼田委員 私がもともと言いたかったのは、グローバル化の中でグローバルな人材を育てるのに

外国語教育というのが必要であるということと、親しませるために学校によって余り時数の格差が

あるのは好ましくないので、四街道としても市の教育委員会を中心にぜひ進めていただきたいとい

うことであって、教育課程の編成はあくまでも校長ですから、何を重点に置いていくかということ

は、それはもちろん学校に差があっていいということだと思いますし、指定校などはその研究指定

のものを一生懸命やらなくてはいけないので、もちろんわかっております。グローバルな人材育成

ということでお話ししただけですので、よろしくお願いいたします。 

 

〇板東会長 確かにいろいろご意見等あろうかと思います。私も実は国際学部の教員でして、英語

のできる小学校教員を養成しなければということで進めているのですけれども、それはそれとしま

しても、学校教育課程はいろいろ幅広い見地で承っていらっしゃるかと思いますので、またよろし

く今後お願いできればというふうに思います。 

 宮原委員。 

 

〇宮原委員 英語教育のことが議論されていると思うのですが、お話を聞いていまして、私は犬の

訓練をちょっと思い出しました。別に授業としてやらなくても、始めたらいいことがあるのではな

いかなと。要するに接している先生方が英語に対する認識を持ってやるだけでもえらい違いがある

のではないかなというような感じがしています。その認識を持ってやるということで、英語の授業

は短いでしょうけれども、それが充実してくるのではないかなと、こう思っていますので、やり方

に知恵を絞っていただければなと。 

 

〇高橋委員 臼田先生とは基本的に考えが違うのかなと思います。私が今問題にしたのは、学校の

中でやっていない学校があるという発言があったので、それは問題だと。私が言ったのは、各学校

できちんと時数は確保されているはずだという話をさせていただいて、その多い、少ないは、今臼

田先生が言ったように、その学校の校長の裁量の範囲がありますから、ただ決められた時間という

のがあるわけですから、それは必ずやらなければいけない。それをやっていない学校があるという

発言があったので、それは問題だというふうに思います。ただ、その時数については、やるべきこ
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とはやらないと、学校の教育ですから、これはいけないということで、それは各学校で実践されて

いるというふうに認識していましたので、ちょっと内部の問題ですが。 

 

〇宮原委員 先ほどからありますけれども、10年後の子供たちの姿とか、それから社会とか、それ

をもとにしてつくったというお話でしたよね。これは私の見解ですけれども、今子供たち教えられ

ていますよね。半分は海外へ出て働かなくてはいけないのではないかと思っています。日本の新聞

も、今自動車関係20社ぐらいでもうけていますけれども、多分それがなくなってくると、日本のＧ

ＮＰの中に占める割合のかなりの面が外国からの仕送りになるのではないかなと。そういう国がた

くさんあるのです。日本人も海外に出て、その日本人の方々の仕送りによって国が成り立っている

という、恐らく20年後にはそういう時代が来ているのではないかと。だから、教えている子供の半

分が海外に出ていくのだと、こういう気持ちを持って教えていただければいいのではないかなと思

います、わかりませんけれども。それから、高齢化がどのように進むのか。高齢化の問題について

は、今政府の中に経済学者ではなくて社会学者が入って、どのようにすべきかという時期にもう来

ているのではないかなと思います。ライフサイクルの中でもって日本の人たちをどのようにしてい

くべきかということで、我々老人が、生産性が低くてもいいですから、そういう働きをするという

ような、そういう時代になってくるのではないかなと薄々感じています。 

 

〇新倉委員 今のに関連して、私は語学というのは非常に大事だと思うのですよ。英語なんかも最

低限で、小学校ではＡＬＴがいるのですよね。年に何回か見えているのですよね、外国人の方が。

小学生でもやっていますでしょう。あと、四街道市は見てみると、市の産業というのは余り特徴が

ないのではないかと思うのです。人材育成が市の財産だと思うのですよ。子供たちにもっと公的な

資金を使って、中学生ぐらいになったら、長期の夏休みとか何かに希望者を募って、選考して海外

に出せばいいのですよ。そして、その子供たちが大きく成長して、それなりの立場になったら、今

度は市にそれを恩返ししてくれるという構想を立てないと。今あるのですかね。夏休みに子供らを

海外に行かせるというのはあるのですか。 

 

〇臼田委員 ほかのところはあると思います。四街道は、中学校はありますよね。 

 

〇新倉委員 その人数をふやせるような措置と同時に、四街道市で教育を受けた子供らは義務教育

が終わったらみんな日常会話はできるというぐらいにやってほしいです。もっと欲を言えば、中国

語とか何かも。これから中国はすごいですよ。だから、これからの四街道市というのは、グローバ

ルな環境の中では、人材育成の一環として外国語教育というのを考えていかないといけないと思い

ます。 

 

〇永澤委員 英語もさることながら、さっき諸根先生がおっしゃった確かな学力をつけるというこ

とで、いつだったかな、四街道市の教育の一考察って提案したことがあるのですけれども、学力を

つける物よりも人が足りないということで、人はいっぱいいるのですよ、本当は。定年60になって

卒業して暇をもてあましていて、物すごく優秀な人はいっぱいいるのですよ。それが今小さいリュ

ックを背負って、こぎれいな格好をして散歩をしている。僕は働けと言いたい。あの人たちの知識
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はすごくて、特に四街道都民というぐらいに多いのですよ。だから、僕が提案したときにどう言っ

たかというと、小学校で今度英語があるから、算数、国語、理科、社会、英語、一つの科目に２人

そういう人を雇いなさいと。そうしたら１小学校に10人です。例えば算数だったら、メーンの先生

がいて、補助員が２人、スズメの涙みたいな手当でも出して、ただというのはあれですから、それ

でわからないことは教えていくのです。時間がないときは、時間をつくればいいのです。子供の安

全がどうのとか、土曜日に出してはいかぬとか言うでしょうけれども、学校の教室も今どんどんあ

いてきているし、そういうときに２人いれば、10人小学校にいるわけです。ただし、その２人は面

談するときによく選んで、わがままな親父だったり、癖のあるおやじだったり、子供に接してはま

ずいようなとか、私のことかもしれませんが、そういう人を10人、余り休まないようなまじめな人

を雇って、先生たちが力の足りないところ、時間のないところを補助してもらうのです。もちろん

先生たちの主導権はそのままですよ。いろいろ手出しをして、困ったおじさん来たわねという人は

すぐ首ですよね。そういう意味で、小学校で120人、中学校が50人でしょう。170人で、僕が計算し

たら月に2000万円ぐらい。相当大きいのですけれども、確かな学力をつけるためには、時間をつく

り出し、銭をつくり出し、あの方たちは多分銭は要らぬと言う変わった人です。ばかじゃないかと

いう、自分の能力は提供するけれども、余り銭は要らないという人はいっぱいいるのですよ。そう

いうふうにして具体的に学力を上げないと、あしたから困るのです。あれもやらなければ、これも

やらなければ、何か教育の研修会に行くとか、子供たちはほうっておいたら危ないしね。だから、

そういう具体的なことの施策の中に入れて、ことしは中国語を一つの学校だけテストでやってみま

しょうと。どういう弊害があって、どういう失敗があってということがわかるから、だんだんよく

なって、どんどん、どんどん３年、５年の間にそういうことをやって、だめならやめてもいいし、

よければもっとふやしてもいい。このようなことをやって、僕はできないことはないと思いますよ。

毎日毎日苦しんでいて、あれもしなければ、これもしなければと、先生も見るからに几帳面な人だ

から、あれもこれもとなってしまう。生徒や親もあれだけれども、先生自身ももどかしさがある。

パンクしてしまうと、もう学校に行きたくないとか、その適性があって学芸学部に行ったのではな

いし、先生になろうと思って、そういう燃えるような熱情があるとは限らないし、たまたま先生に

なったとか、もっと優秀なやつが試験に落ちたとか、勉強が好きだったから、ただ先生になったと

かいうような方もいるから、広い意味で地域に学校を開いていくということで、そういうところか

ら開いていなければいけない。こっちに聞くのですけれども、モデル校でもいいですから、算数だ

けでも国語だけでも。一番行きたくないというのは、僕なんかは一時算数ができなくて、常に一番

だったのですけれども、学校に行きたくなかった。おれが一番じゃなかったら、もう学校に行きた

くないなと。学校燃えたらいいなとか、そんなことを思ったのですけれども、具体的なことで、き

ょうは違うけれども、この施策のところでやったらいいのではないかと。具体性がないと進まない。

しゃべった以上はやろうと。それを諸根先生が一生懸命あしたから教育委員会に言って、１カ月ぐ

らい案をにらんで、それから全国でそんなのやっているかなとパソコンで調べたりして、隣の茨城

はどうだろう、埼玉はどうだろうと聞きまくって、それで考えなければだめですよ。考えた場合、

どこかでやっているかもしれない。そのいいネタを集めて諸根案をつくって提案すると。やってく

ださい。ここで嘆いているだけではだめなのです。 

 

〇板東会長 いろいろお話を聞いていると、さまざまな議論がふくそうするわけですけれども、ま
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だほかにもいっぱいありますので、事務局のほうにちょっとお伺いしたいのですが、終了時刻にな

ってきているのですけれども、これについていかがいたしますか。 

 

〇教育総務課長 皆様方、とりあえず予定の時刻は来ておりますが、ご都合がよろしければ５時く

らいをめどにお願いできますか。 

 

〇板東会長 それでは、５時をめどにということで、まずご了解いただきまして、恐らくいっぱい

おありかと思うのですが、簡潔にお願いします。 

 古川委員。 

 

〇古川委員 今の問題とは別なのですけれども、基本目標と計画のコンセンスのところは前回の意

見を取り入れていただいて、とてもわかりやすくなっていて、どうもありがとうございます。これ

からの施策展開の方向性ということで、この現状と課題を読ませていただいて、少し意見があるの

で、述べさせていただきたいと思います。 

 まず、現状と課題の２の子供、青少年というところで、小学生まではかなり施策も充実しており

まして、家庭での教育、それから地域でのフォローということで、足りないところもありますけれ

ども、充実していると思います。それが中学生、高校生に行きますと学校と家庭のみで、地域での

フォローといいますか、こういう居場所的なものもかなり減ってきていまして、学校の規模も大き

くなり、学習的にも難しくなるということで、子供たちの学力の不足や、あと無気力や不安など情

緒混乱に加えてというところで不登校などもふえると。この中高生の施策というのをもう少し充実

していけば、小学生まで伸び伸びと育った子供たちが中学校、高校を経て立派な大人になっていく

というところで、やはり中高生の施策をもう少し充実させていただきたいなというふうに考えてい

ます。例えば学習面のフォローというのは、先ほど先生がおっしゃったように、個別指導、中学生

の授業のフォローというのはなかなか時間もとれないですし、個人によっては塾にお願いする。経

済的に難しい方は、本当にわからないまま終わってしまう。これも本人のやる気次第なのですけれ

ども、そこの部分を少しフォローできるような施策ができればと思います。 

 それから、中学生、高校生はやはり思春期ですので、なかなか自分の気持ちを伝える場というの

がないのです。地域でそういう場が少しでもあれば、子供たちの持っている気持ちとか不満とか不

安といったものを吐き出すことで、ある程度子供たちの気持ちがおさまるといいますか、自分で解

決して、自分で道を開いていくことができるのですが、現状ではなかなかそういう場がないという

ふうに思います。ということで、中学生や高校生の居場所の確保という意味でも、例えば児童セン

ターの活用をもう少し考えていただいて、５時までの開館時間をもう少し延長して、中学生や高校

生がそこの場所に行って友達と話をしたり、地域の方とかかわれるという場が少しでも開かれてい

ればいいのではないかなということで、地域、児童センターや育成センターの活動も施策の中に取

り入れていけたらいいのではないかなというふうに思っています。そうすることで、社会的な規範

意識ですとか、さまざまな問題が少しでも解決できるのではないかなと思いまして、意見を述べさ

せていただきました。 

 

〇高橋委員 １点は、地域支援本部事業ということで、地域の力で子育てといいますか、地域の力
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で子供を育てるというのが、今市が目指しているところではないかなと思います。高齢化が進んで

きているところで、逆に言うと、人材がたくさんいるということでもあると思います。そういう地

域の人材を生かすような、そういう方向性も出していただけるといいのかなと。 

 ２点目は、私が四街道に来て、特別支援教育にとても支援していただいていると。今までいた学

校では、11名の特別支援の子供たちに支援員が１人でした。うちだけが恵まれているのかどうかわ

からないのですけれども、現在４名の特別支援の子供がいるのですが、常時２人から３人の支援員

がついています。それから、身体的な特別支援を必要とする子供には常時１人はついています。そ

れから、本校専属ではないのですけれども、補助教員というのですかね、教員の免許を持った方を

配置しております。すごく手厚くやっていただいているのですけれども、そのアピールが少ないか

なと。佐渡市長が恐らく日本一ということでされたと思うのですけれども、個別支援の必要な子供

に大変厚い支援を四街道ではしていただいていると。そういうところを私はすごく評価したいと思

います。 

 

〇新倉委員 基本目標についてなのですけれども、２つ目、豊かな感性を持ちということなのです

が、みずから考え、行動できるというのはいいのですが、「みずから学び」を入れていただきたい

なと思います。強い心で正義をとうとび、みずから学び、みずから考え、行動できる子供を育てま

すというふうにしてもらえればと思います。考えるためには、学ばないと考えられないですよね。

だから、まず学ぶということです。 

 それから、６項目あるのですが、３番目と６番目が何か重複しているような感じがしないわけで

もないのですけれども、そもそも連携なのですよね、早く言えば。３番と６番を合体して５にすれ

ば全部で５なので、すっきりいくのかなという感じがしたのですが、特に３と６をあえてこういう

ふうに書いた、何かその辺のお考えがあれば伺えればと思うのですが、私としては３と６を合体し

てオール５でいけたらすっきりするのかなと。時間がないので、後でも結構です。 

 

〇板東会長 もしあれば、事務局、お願いいたします。 

 

〇教育総務課主幹 ３と６を分けたというのは、地域に開かれた学校づくりと３者の連携というの

は別だろうということで考えておったのですが、検討して次回お答えさせていただきます。 

 

〇江﨑委員 何点かあるのですが、１点は今のに関連したところなのですけれども、資料４では家

庭、学校、地域とあって、連携で、もちろん開かれた学校づくりにも関連していると思うので、こ

れはこれで私は別でいいのかなというふうには思っているのですが、言葉遣いというか、資料２の

３ページの下から７行目、これは学校が先頭に来ているのです、学校、家庭、地域と。この使い分

けについては、何か意味があるのでしょうか。家庭の教育がかなり重要だというので、大体今は家

庭が先頭に来ているのが多いのです。 

 

〇教育部長 私も一義的には、教育の一番は家庭だということで、家庭を最初に位置づけました。

ただ教育をめぐる現状と課題の中でこの辺の整理がいま一つまだついていないので、その辺は少し

整理したいと思います。 
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〇江﨑委員 もう一つ、６ページなのですけれども、教職員の欄、ここにまず忙しいという多忙化

のことが書いてあって、その後に資質、能力というのがあるのですけれども、この前段の部分の多

忙化については、ちょっと言いわけのようなものが先に来ているのかなというのがあります。確か

に忙しいのです。大変なのです。多分これは組織上の問題であって、教育委員会の責任がかなり大

きいと思います。むしろ、この資質、能力というのは、先ほども話題になっていましたけれども、

勉強がおもしろくないとか、授業がおもしろくないとか、そういうようなパーセンテージは中学生

が結構多いわけで、これはやはり授業という点ではかなり工夫していかなくてはいけない。いろん

な組織的な対応というのも必要だし、各学校あるいは教育委員会としても、先ほどボランティアの

話もありましたけれども、そういうのも含めて、この資質、能力という点ではこれが先になるので

はないかなと。そういう中でも、資質、能力はやる必要があるけれども、実は今こういう現状があ

ると。だから、その現状を何とか、大きな課題なので、クリアしていかなくてはいけないというこ

とで、その方策をこの具体的な施策でどう表現するかというところにつながっていくのではないか

なというふうには思うのですが、どうなのでしょうか。 

 

〇教育総務課長 今委員の皆様方からいろいろとご意見をいただきました。この現状と課題のとこ

ろでございますが、これは私どもで皆様方のご意見を踏まえながら、前回直すものなどもあって、

一部にはこういうものを抽象化して反映したほうがいいのではないかと。いろんな案がございます

ので、ちょっとそこら辺はまた今後調整をさせていただきたいと思います。 

 

〇板東会長 とりあえずは実態として出てきたものを事務局で取りまとめたと。課の意見を聞きな

がらということですね。そういうものでこういう表現になっているということだそうです。教則も

とれていないものもあるようですので、今後また流れの中でもっと詰めていきたいという項目だそ

うです。それにしても、とにかくここに出ていることについて各委員のご意見を承りたいと思いま

す。まだ時間が多少ありますので。 

 

〇諸根委員 先ほどの個別指導のところで、今ボランティアというような意見がありましたので、

他市町村でボランティアでやっていらっしゃるところ、私たちも研修で聞いたことがあるのですけ

れども、ボランティアではやはりよくないということを結果として聞いています。私は、ボランテ

ィアではなく、学校現場は守秘義務もありますし、ちょっと保護者の方が来てお手伝いに入るとい

うのはうわさ話になったり、子供たちの人間関係をいろいろと混乱させるもとにもなりますので、

そうではなく、きちんと面接を通り、きちんとお金をいただくという形で、責任ある立場の方に入

っていただきたいというのが私の願いです。 

 

〇宮原委員 ボランティアの方というのは、自己主張で自分のためにやっている方なのです。だか

ら、子供の教育に結びつけてしまうと、先生がおっしゃるように、とんでもないことになります。

もしそういう場合にやるのであるならば、ボランティアでやってもらう方の枠組みをつくってやっ

ていただくというような形にすべきではないかなと思います。先ほどの英語教育も、実は私の子供

も中学生のときにコロラドのほうにホームステイさせたのですけれども、何の役にも立たなかっ
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た。英語教育って何だろうなと。さっきの話を聞いていても、先生の間で英語教育についての揺ら

ぎがあって、先生方の間でも迷いがあるような気がします。今の問題でも、ボランティアの方にや

ってもらうについても、何かきっちりした枠組みがないと、結果的にうちの息子のような形になっ

てしまうのではないかなと、こう思いますので、何かその辺を教育委員会さんのほうでしっかりし

たものをつくっていただいて、先生方に浸透させていけば、先生方も楽にできるのではないかと思

います。このような意見です。 

 

〇永澤委員 ちょっと意味がわからないのですけれども、資料２の３ページの下のほうにあるので

すけれども、子供が集団で遊ぶ姿や地域の中で活動する姿が余り見られなくなっている。人の思い

を読み取る力が低下したり、自尊感情が育ちにくい状況にあると。自尊感情が育ちにくいというの

は、私は読んでいて何だろうなと思ったのですけれども、事務局にお聞きしたいと思います。 

 

〇宮原委員 調べたのですけれども、独立自尊でみずからの品位を保つことというのが辞書的には

自尊感情ということです。 

 

〇永澤委員 要するに、おれはだめだと思い込むようなことになるということですか。 

 

〇臼田委員 自尊感情というのは、自分を大切にする感情です。ですから、道徳でも、集団の中に

いる存在感とか、自分は役に立つという有用感とか、そういうものを感じる。自尊感情が育ちにく

いというのは、自分に自信をなくして存在感を失っていくというようなことです。 

 

〇板東会長 それでは、時間なのですけれども、原名委員さんから前に承った言葉が非常に印象に

残っているのですけれども、わかりやすい、だれが読んでもということがすごく印象に残っている

のですけれども、きょうのこの辺あたりの目標だとかいろんな流れなのですけれども、いかがです

か。何かお気づきの点はございましたでしょうか。 

 

〇原名委員 かなりいろいろな資料でわかりやすくなっていると思います。先生方からのご意見も

わかりやすくて、そのとおりだと思います。それぞれの意見をそれぞれの立場でそのとおりだと思

います。何よりも私は子育てをしている立場ですので、この四街道市の中で子育てをしております

ので、よりよい教育環境をすべての子供たちに提供していただきたい、そんなふうにできたらなと

思っております。 

 

〇板東会長 それでは、どこまで行けばいいですか。最終的には、再会議なのですけれども、もう

一回あれですか、今のご意見等を含めて、部長のほうからもございましたけれども、今後の流れを

お願いいたします。 

 

〇教育総務課主幹 今いただきましたご意見とか感想について、表現がそろっていないこともあり

ますので、これらをまた再度検討いたします。ちょっと時間もありませんでしたので、まだ委員さ

んのほうでご意見等があると思いますので、それは個別にでも結構ですので、事務局のほうにいた
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だければ、参考にさせていただきたいと思います。 

 

〇板東会長 もう一度事務局のほうで補完されますので、また公開されますので、それではきょう

は（１）と（２）ということで、課題と施策体系と基本目標まで触れさせていただきましたので、

おおむね流れとしては事務局のほうも受けとめられたというふうに思います。委員の皆様方の活発

なご意見を承りまして、ありがとうございます。 

 これで私の役目を終わらせていただいて、事務局にお返しします。 

 

６．閉   会 

〇事務局 どうもありがとうございました。皆様方に貴重なご意見をいただきまして、本当にあり

がとうございました。先ほどお話しいたしましたけれども、また次回に向けて検討させていただき

たいというふうに思います。どうもありがとうございました。 

 なお、次回の会議は２月20日月曜日ということで予定させていただいておりますので、皆様、よ

ろしいでしょうか。２月20日月曜日15時、時間は同じでございます。場所もこの場所でということ

で、よろしくお願い申し上げます。 

 どうも長い間ありがとうございました。これをもちまして、第３回四街道市教育振興基本計画策

定委員会を閉会させていただきます。 

 


