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第１回徳島県教育振興審議会 会議録

１ 日 時 平成２９年１月２６日（木） 午後３時から午後５時まで

２ 場 所 徳島県庁 １０階 大会議室

３ 出席者

（１） 委員 ２３名中 ２１名出席

（２） 県 教育長，副教育長，教育次長 ほか

４ 次 第

（１） 開会

（２） 教育長あいさつ

（３） 審議会委員及び事務局職員紹介

（４） 会長・副会長の選出

（５） 会長あいさつ

（６） 徳島県教育振興計画の策定について諮問

（７） 徳島県教育振興計画策定方針等について説明

（８） 徳島県教育委員会の取組について説明

（９） 審議会委員による意見交換

（10） 閉会

５ 会議録

（１） 会長・副会長の選出

委員の互選により，山下一夫委員を会長に，辻明彦委員及び近森由記子委員を

副会長に選出。

（２） 徳島県教育振興計画の策定について諮問

徳島県教育委員会美馬教育長が諮問文を読み上げた後，山下会長に手交。

（３） 徳島県教育振興計画策定方針等について説明

資料４及び資料５に基づき，事務局から説明。

（４） 徳島県教育委員会の取組について説明

スライドショーを実施し，事務局から説明。その後，意見交換が行われた。

〈意見交換〉

会長

それでは意見交換に移ります。私の方から５点，お願いがあります。

１つ目は，この審議会では，自由闊達に意見を交わしていただきたいということです。

２つ目は，特に第１回目ですので，ブレーンストーミングといいますか，自由に，恥ずか

しがらずに，発言していただきたいと思います。３つ目として，会議の終了は午後５時を

予定しておりますので，御協力ください。４つ目は，意見交換の中核となるべきテーマは，

今後５年間，徳島県の教育として特に取り組むべき方向，今後重要だと思われる課題等に
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ついてですので，御留意ください。そこから自由に話を広げてもらって結構です。５つ目

は，ぜひ「徳島教育大綱」をお読みいただきたいということです。そして，大綱に関連す

るようなかたちで，御意見をいただきたいと思います。

委員

教育大綱の重点項目Ⅱの③「時代の潮流を見据えた学びの推進」という視点で意見を述

べます。実は，先般，「18歳選挙権 その先に」というシンポジウムに，パネリストとして

参加いたしました。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられて，昨年，初めての国政選挙が

実施されました。その中で，18歳，19歳の投票率は全国的には高かった。しかし，徳島県

は下から４番目，44位という投票率でした。その原因について，シンポジウムではパネル

ディスカッションも行いました。私は，学校教育において，主権者教育が今後５年間の重

要な課題になるべきだと思っています。国や社会の問題を自分の問題として捉え，そして

自ら考え，自ら判断し，行動していく主権者としての自覚を子どもたちに促す主権者教育

が必要だと思います。では具体的に，どういう主権者教育であるべきか，それはぜひとも

若者，18歳，19歳の意見を聞く必要があります。ただ単に模擬投票をして終わりといった

主権者教育ではいけません。子どもが自ら社会と関わり，つながり，参加したいと思える

ような教育をするべきだと強く申し上げます。

ところで，私の右手を見てください。この(右手首に巻いた)リング，皆さん，わかりま

すか。認知症サポーターの証であるオレンジリングです。現在，高齢化社会を迎えていま

す。しかし，教育大綱には，高齢者との関わり，ふれあい等の視点が欠けています。私は，

老人保健施設の支援相談員の立場で本審議会に参加しておりますので言わせていただきま

す。今後，高齢者は増えていきます。認知症の方も増加するでしょう。そうした方々を，

地域でどう支えるのかという問題からは，避けては通れません。そこで必要なのは，教育

の場で，高齢者の特性であったり，認知症に関する正しい知識や対応の仕方，そして支え

方を学ぶことだと考えています。もちろん，現在，徳島県内の高校においても，認知症サ

ポーター養成講座を積極的に推進していただいていることは理解していますが，さらに重

点的な施策として盛り込んでいただきたいと思うのです。

最後にもう１点。実は私，防災士の資格を持っております。先ほど，県教委の事業説明

にも高校生防災士養成について話がありました。多様化する災害に備えるという観点から

も，沿岸部の高校だけでなく，中山間地域に位置する高校でもこの事業に取り組んでいた

だき，高校生防災士の育成・養成に努めていただければと思います。

委員

私も，主権者教育は本当に重要だと思っています。次期学習指導要領では，高校に｢公

共｣という科目が新設されるなど，主権者教育が多く扱われると承知しております。学校

で主権者教育が行われる時，まず，我々大人が身近な問題を自分の問題と受け止め，政治

とつなげて考えるという土壌が必要ではないでしょうか。地域社会にいる我々は，主権者

教育にどう関わっていくのかということをしっかりと考えなければならないと思います。

話は変わりますが，現在，県教委の方で，体験型の事業といいますか，座学とは異なる

取組を数多くしてくださっています。今，学んでいる科目が実際どんなふうに役立つのか，
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さらに何を勉強する必要があるのかということが，子どもたちにとって非常にわかりやす

く伝わるのではないかと思います。一方で，取組の中には，そろそろ結果が出てくる事業

もあるのではないでしょうか。この事業は，成果が見込まれるので他の地域の児童生徒に

も体験してもらおう，この事業結果はよくなかったので，真摯に受け止め，事業内容を再

考しようというふうに，一度，振り返るべき時だと思っています。この点については，地

域住民の方にも意見を聞いてみてはいかがでしょうか。県内各地で児童生徒を受け入れて

くださり，様々な体験をさせていただいています。子どもたちに，もっと来てほしい，も

っと知ってほしいということがきっとあると思います。地域の方の教育に対する考えをう

かがい，それを教育に盛り込んでいく。そんな体制ができることを願っています。

委員

私は，「徳島教育大綱」の重点項目Ⅲ「グローバル社会で活躍！徳島から世界への扉を

ひらく教育の推進」の視点から，自分の経験を交えて問題提起させていただきます。

私は，昨年３月までの３年間，アメリカ合衆国オハイオ州にあるシンシナティ日本語補

習校の校長をしておりました。そこで感じましたのは，保護者の事情で日本から来ていた

子ども，特に中学生，高校生にとっては，語学の壁があるということです。アメリカ合衆

国には，日本人学校が４校しかありません。補習校は土曜日だけですので，シンシナティ

の場合，子どもは現地校に月曜日から金曜日まで通います。小学校の低学年・中学年あた

りの子どもは，すごくなじみやすくて楽しかったよとなるのですが，高学年あるいは中学

生ですと，とにかく授業についていくのが大変だとなるわけです。

グローバル社会を考えた時，英語が共通語的な側面を持つことは否定できません。では，

アメリカの子どもたちは，どのように学んでいるのかと思いまして，現地校を何校か視察

しました。すると，ほとんどの子どもがｉＰａｄというタブレットを利用しているんです。

これが日本だと，どうでしょう。コンピュータルームがあって，鍵がかかっていて，フィ

ルタリングの問題とかがあって，まだまだ特別な物だというような風潮があります。アメ

リカの子どもたちは全然違います。私が授業参観した際も，タブレットを自由気ままに使

っているんですね。そして，教師も，すべて電子メールで宿題を提出させたりしている。

だから，現地校に子どもを通学させている日本の保護者は，子どものためにチューターと

かを雇ったりして対応しているんです。

何が言いたいかというと，グローバル社会に対応するには，一チームとか，一個人とか，

そういう単位ではダメだということです。組織全体を底上げしないといけない。アメリカ

では，全員が，タブレットを使いこなして，簡単に自由にインターネットに接続して，学

校の宿題にも対応する。そして，共通語の英語を使いこなす。そういう子どもたちが成長

して，第２言語，第３言語を習得する。それと同時に，自分はこう思うんだと，自分の意

見を主張する訓練を幼い時から受けている。そういう現実がありました。

一方で，日本はどうなんだろうか。教科書に記載された知識量は豊富。子どもの理解力

もある。だけど，発言できない。自分の意見を持っていない。ペーパレスで自分の考えを

言えるかといえば言えないんです。そこに，大きな問題があるのではないかと私は思いま

す。グローバル社会を見据えた時，機器等も含めた教育環境の整備について，もっと全体

を底上げできるようなお金の使い道を考える必要があると思います。
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委員

私も，「自分の意見が言えない。」という御指摘について，発言させてください。

今，スマートフォンでのＬＩＮＥとかメールが一般的になって，子どもたちが，自分の

口で自分の考えを発言するという機会が本当に少なくなってきています。例えが悪いかも

しれませんが，好きな子に対して告白するのに，ＬＩＮＥで告白するとかですね，自分の

思いを自分の口で表現できない。私には，高１の息子と中２の娘がいますので，よけいに

そういうことを感じます。

先ほど，アメリカにおける教育の話にもありましたが，ディベートと言いますか，討論

する，賛成と反対に分かれて意見を戦わせる授業がありますよね。子どもたちがグローバ

ル社会に出て行く中で，日本の教育においても自分の意見を述べるような力をつけてあげ

ること，このことがこれから特に大事だと思います。

委員

私は，徳島スタイルの消費者教育の充実という観点から意見を申し上げます。

人間は生まれてから死ぬまで消費者ですし，特に，今年７月には，県庁10階に消費者庁

の「消費者行政新未来創造オフィス（仮称）」がオープンいたします。この点からも，徳

島スタイルの消費者教育を前面に打ち出すということが，今後５年間の計画の中には必要

ではないかと痛感しております。

従来，消費者教育と申しますと，例えば，契約の知識や，悪質商法にだまされないため

の知識，環境教育・リサイクルというように，学校の授業分野でいえば，家庭科や現代社

会の視点からの取組が多かったと思います。それに対してこれからの消費者教育は，もっ

と幅広い科目や取組の中からアプローチをすべきであり，そのアプローチこそが，徳島独

自のスタイルの消費者教育につながると思います。例えば，現在，高校生を中心に，地域

の産業を生かした「ものづくり」の視点からのエシカル教育は非常に進んでおりますが，

視点を変えて，フェアトレードや児童労働，あるいはアニマルライツをテーマにすると，

英語や国際理解の観点から消費者教育へのアプローチが可能となります。また，生活設計

を考える上で，例えば金利や係数を使った計算をテーマにすると，数学からのアプローチ

も可能となります。現在は消費者志向経営が求められています。将来，就職あるいは創業

する子どもたちが，そうした視点を持つことは，キャリア教育の観点からも大切なことで

す。同様に，パリ協定や国連のＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の観点を取り入れることは

グローバル社会にもつながりますし，防災の観点からは，持続可能な地域づくり，地域教

育に広げることができます。今までになかった視点，あるいは取組からアプローチした，

徳島スタイルの消費者教育を，振興計画の前面に押し出していくことが重要です。

消費者教育の推進に関する法律において，消費者教育を進める上では，効果的で体系的

な推進が求められています。効果的とは多様な地域の主体との連携を意味し，体系的とは

ライフステージに応じた持続した教育を意味します。徳島スタイルの消費者教育の充実と，

効果的かつ体系的な教育の推進を提案いたします。

委員

先ほど，ｉＰａｄとかＬＩＮＥとかのお話がありました。私自身，ＩＴ業界に身を置く
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人間ですので，仕事上はＩＴを普及させる立場ですが，教育においては伝達手法は変わる

んだということを理解させることのほうが重要だと思っています。ラブレターも昔は和歌

で送っていた。それは口頭じゃなく活字だった。それがＬＩＮＥに変わったのは，今の時

代だからです。紙とかタブレットという伝達手法は，その時代時代で，最適なものを使っ

ていくんだよと伝えることが重要ではないかと思います。

さて，徳島は海とか山とか自然が豊かです。もっと自然を活用した教育や体験，例えば，

休耕田を耕してお米を作るとか，畑にするとかですね，その日だけは海で捕った食べ物し

か食べちゃだめだというような日があってもいいのではないかと思っています。私は，東

京で企業経営をしていましたが，よく周囲からのんきだと言われました。その，のんきの

源泉はどこにあるのか。究極的には，山に行けば食べ物は採れるし，海に潜ればその日の

食べ物は捕れる，どこかでそういう感覚が自分の中にあったと思うんです。徳島の強みと

は，そういうことではないでしょうか。飢え死にはしないだろうという，なんとなくの自

信は，何かに挑戦するときに重要なポイントになると思います。表面的な体験よりも本格

的な体験，それには時間がかかりますが，必ず大きな学びにつながると思います。

最近，テレビ等メディアの論調が右寄りに変わってきたのかなと感じます。教育では，

歴史等の授業で過去の戦争を題材として，人は戦うし，人はもめる，その本質的なところ

を子どもたちに理解させてほしいと思います。当事者どちらか一方の理屈が正しいのでは

なく，両方正しくて起こるのが諍いだと思います。今，メディアの報道がナショナリズム

を煽るような方向になっています。その中で諍いは発生するということを，子どもたちに

しっかりと伝えてほしいと思います。

私は，去年の春に，東京から徳島の美波町に子どもを連れて移住してきました。家庭内

では，子どもの高校進学をどうするかという課題がすでに持ち上がっています。美波町の

場合，再編統合により，高等学校がありません。その結果，高校進学のため，地域を捨て

ざるを得ないという現実もあります。これは，教育が地方創生の制約になっているという

見方もできます。ＩＣＴの活用やデュアルスクールに見られるように，教育が地方創生を

牽引しなければならない，教育が社会を変えるんだという発想が必要だと思います。

委員

保護者の中には，近所付き合いが希薄になり，社会通念も十分には理解せず，子どもが

子どもを育てているような方が増えているように思えます。そうした保護者に，今，委員

の皆さんが仰った高いレベルの教育の話をしても，「今忙しい。」，「(研修会には)行けませ

ん，もう生きていくのに必死です。」という反応になることが多いのです。ＰＴＡから研

修会の案内をさせていただいても，なかなか参加する意欲を示していただけない状態です。

子どもは親を見ています。先ほどのスマートフォンの話でも，親がスマホばかりして会話

をしなかったら，子どももそうなると思います。

ところが，我が子の身に何か問題が生じた時に，一番戸惑うのが，普段は教育に関心を

示していなかった保護者の方なのです。「どうしたらいいのでしょうか。」「うちの子ども

に何と言ってあげればいいのでしょうか。」と。ですから，今，私が考えていることは，

親も子どもと一緒になって学ばなければいけないということです。次期教育振興計画にも，

保護者と子どもが一緒になって学ぶような施策を盛り込んでいただきたいと思います。
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近い将来，日本の労働人口の半分程度が就いている職業が，人工知能やロボット等にと

って代わられる可能性があると言われています。そこで，未来を考えたキャリア教育が重

要となってきます。私は，阿波踊り連の「娯茶平」で踊っています。阿波踊りであれば，

徳島が本場であり，東京が地方です。それは，阿波踊りに関して先人たちの何百年という

蓄積というものが，今に至っているからだと思います。子どもたちの未来のために，徳島

にしかないものを考えて，それを生かした教育をする，徳島がイニシアティブをとれる分

野の人材を育てる，そうしたキャリア教育が必要なのではないでしょうか。

委員

教育長から頂いております諮問文にありますように，未来の教育ということを考えた場

合，子どもたちが新たな視点や発想に基づく価値を創造し，自らの行動で未来を切り拓い

ていくことが重要だと思います。ただし，教育に携わる者として振り返った時，未来を見

据えた多様な機会をこれまでも子どもたちに提供してきたとは思いますが，子どもたちが

主体的にその機会，チャンスを利用していたのかどうか疑問です。機会は与えられて経験

はしたけれども，自分のものにできていないということが多々あるように思います。

子どもたち自身が，５年後，10年後の自分の姿を思い描く。保護者の方も自分の子ども

の，５年後，10年後の姿を考える。そして，その実現のためには，どのような教育の機会

を，どのように生かしていくのか，子ども，保護者，そして我々教育に携わる者が，共に

手を取り合えるようなシステムとしての振興計画を策定できたらと思っています。

委員

私は，幼児教育に携わっております。核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化など

から，子どもにどのようにかかわっていけばよいのか分からず悩みを抱えている保護者，

また，女性の社会進出に伴い親子で一緒に過ごす時間が十分ではなくなっている保護者も

いて，家庭環境が多様化しています。このような子育て環境を改善し，家庭や子育てに夢

や希望がもてる教育をしたいと願い，それぞれの立場で皆さん取り組んでいると思います。

今，県教委の取組状況を拝見させていただきましたが，すばらしい取組をたくさんして

いらっしゃいます。この取組を実り多いものとするためには，幼児期からの教育が最も大

切ではないでしょうか。心の教育，体力向上，学ぶ力といった幼児期からの教育が積み重

なって，小学校以降の取組の成果につながっていくのではないだろうかと思います。

子どもたちや保護者が，子育ての喜びや生きがいを実感できるような施策があってもい

いのではないかと感じました。

委員

私は，人権教育の立場からお話しさせていただきます。新しい社会問題というのは，ほ

とんどの場合，人権に関わる問題が多いと思います。福島県の原発事故に伴う避難児童生

徒へのいじめや，ネット社会の問題，先ほども触れられました高齢者の問題もあります。

このことから考えますと，個別人権課題とともに，普遍的な視点の人権教育の重要さがわ

かります。

本県の場合，人権教育は，全県的に，保育所から社会教育まで実践を積み重ねています。
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個別人権課題としても，「徳島県人権教育推進方針」において，いち早く「災害時におけ

る人権問題」を取り上げ，根拠のない思い込みや偏見にとらわれないように情報の感じ方

やその扱い方，また避難所について各学校で学習に取り組んでおり，行動につながる実践

力を培う人権教育を行っています。

人権教育において，人と人とが出会いながら，人の大切さ，命の大切さを学び取るもの

だと思いますので，道徳教育とともに人権教育をより充実していくべきです。次期振興計

画の計画期間である５年間と言わず，10年間を見通しても，人権に関わる問題は増えてい

く一方だと思いますので，振興計画における人権教育の位置付けを考えるべきです。

委員

子どもたちが，自らの命を自ら守ることができる力の育成は最も大切なことだと思いま

す。その点，高校生防災士を県内で数多く養成していることには喜んでおります。ここで，

より重要なことは，その防災士資格を持った高校生が，将来その資格を持って就職した時

に使えるか否かではなくて，今現在，学校の中で避難所を運営する時に，具体的にどう動

けるのか，何ができるのかということです。これが，各高校の課題だと思います。

情報化社会については，これだけ情報化が進み，タブレット等を使用するとすぐに情報

を入手することができますので，それが主目的になってはいけませんが，ＩＣＴを手段と

する学習環境を整備することは，学習効果の向上につながると考えています。そこで課題

となるのは，教員の側の資質です。ＩＣＴを教員が使いこなせるよう，その資質向上を，

学習環境整備と同時に進めていかなければいけません。

最後に，英語教育について申し上げます。私の勤務する学校は，併設型中高一貫教育校

です。私が生徒であった時代とは異なり，現在は，中学校も教員が英語で授業を進めてい

ます。生徒も，小学校で外国語活動を経験していますので耳が慣れています。ところが，

次期学習指導要領では，小学校で英語が教科化され，「聞くこと」「話すこと」の活動に加

え，「読むこと」「書くこと」を加えた領域を扱うようになります。そのことで，小学校段

階で英語嫌いになるのではないかと危惧しています。そうならないために，「徳島ならで

は」の英語教育の体系を構築する必要があると思います。

委員

先ほどの話にありました「命」について，私は，「命」というのは多様な価値観を認め

合うことから，その大切さがわかるものだと思います。「人は戦う」，「人はもめる」，それ

を教えることも大事かと思いますが，教育は，どこまでも理想を追求する必要があります。

どんな時代，どんな世の中であれ，生きていかなければいけないんだ，自分の命は自分で

守らなければいけないんだということを教えることこそ，教育の原点だと思います。

次に申し上げることは誰も褒めていらっしゃらないのですが，先ほど，これまでの教育

委員会の取組を紹介いただいて，デュアルスクールであるとか，オンリーワンハイスクー

ルであるとか，非常に先進的な取組だと思います。さらに，毎年毎年，その進化形を見せ

ていただいております。ところが，その事業がいつの間にか当たり前になってしまい，次

々と新しい事業をしないとダメなんだみたいな感覚に陥っていないでしょうか。新しいも

のばかりに目が行くと，今までの取組が形骸化してしまいます。従来の取組を深めていく
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というのは大事なことですので，あらゆる事業を毎年のように改訂して，新しいことをや

っていかなければいけないと考えるのは，ナンセンスだと思います。

教員のことについても申し上げます。現在でも，教員は非常に繁忙だと思います。さら

に，次期学習指導要領ではアクティブラーニングが導入されます。この取組に関しては，

何の指針もなく学校現場に任されるそうです。教員は，地域に赴く，家庭とのやりとりも

ある，それでもしっかりとわかりやすい授業をしなければならない。とにかく繁忙を極め

ています。「忙」という字は，心を亡くす，心を殺すんですね。そういうことが教員の心

にあってはならないと思います。余裕ある教員の仕事ぶりの中から，子どもを教える，子

どもの命を守るという行為が可能になるのだと思います。教員の本務に向き合えるような

時間的な余裕を作ってあげることが，計画を策定する以前にあるべきかと私は考えます。

委員

今，学校現場のお話が出ました。まったく，仰ってくださったとおりです。学校現場は

非常に煩雑です。人が人を育てるということは煩雑なことも多く，大変な努力が必要であ

ることは承知しています。しかし，今の時代，学校に求められていることがあまりにも多

くあり，教員は求められていることに対応していくために，息つく間もないような多忙な

毎日を過ごしています。

学校教育の目標は，知・徳・体の調和のとれた人間を育てることだと思います。ところ

が，第２期教育振興計画では，こうした目標が基本方針の２番目に掲げられています。社

会の変化に対応するとともに，「徳島ならでは」の取組を考える中で，時代が求める新た

なものに対応する人間を育てることを，基本方針の１番目にしたのだと思います。でも，

学校現場の様子を見ると，人間の基盤となる知・徳・体の育成に向けて，もっと時間をか

けて丁寧に取り組むことができれば，子どもが直面する課題の多くは解決できるように思

うのです。当たり前すぎるかもしれませんが，教育の柱である知・徳・体の調和のとれた

人間を育てるという部分を大事にする振興計画であるべきだと思います。

昨年度，学校現場を訪問する機会がありました。先生方の様子を拝見いたしますと，今，

特に苦労しているのは，子どもの心を育てる教育です。教室の中で授業ができないという

現状は，どこの学校にも大なり小なりあるような気がします。学校現場にたくさんのこと

が求められる中で，今の子どもの姿から，何を芯に置いて教育を進めていくべきかを見据

え，大綱の行動計画としての振興計画を考えていきたいと思います。

委員

今の時代に求められることの一つとして，特別支援教育の観点から意見を述べます。私

は，発達障がい等，障がいがあって教育の中で辛い思いをしている，支援が十分に行き届

いていない子どもが，まだたくさんいるのではないかと思っています。

今日の朝刊，徳島新聞に高校等の特色選抜の出願者数が掲載されていました。その記事

によりますと，みなと高等学園に対しては，募集定員32名に対して55名が出願しているん

ですね。それだけ保護者のニーズが高いということです。少し以前の調査結果ですが，徳

島県の高校には生徒数全体の2.2％程度の割合で発達障がいの生徒が在籍しているという

ことです。先ほど紹介された県教委の取組では，「発達障がい教育のトップランナー」と
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して様々な施策に取り組んでいることがわかります。この姿勢には私も共感できますし，

さらに充実・発展していただきたいと思っています。しかし，実はこの取組，小学校や中

学校，それにみなと高等学園を含めた特別支援学校の取組であって，高等学校の取組は欠

けているのです。そのため，発達障がいの方が高等学校で辛い思いをしているのだろうと

思います。今後，新たな視点として，高等学校においても発達障がいの生徒に対する何ら

かの施策を打ち出し，全ての学校段階で支援をする体制を整える必要があると思います。

委員

先ほど，徳島県教育委員会の取組を紹介していただきました。その中に，平成28年度の

全国体力・運動能力調査結果の新聞記事がありました。いわゆる体力テストそのものは，

何十年も前から行われてきましたが，平成20年度に，実施時期や方法を統一した初の全国

調査が実施されました。その時，徳島県は残念ながら最下位でした。当時，県議会等でも

取り上げられ，問題視されたことをよく覚えております。それ以降，県教委の担当課で，

歩数計を活用したり，ＩＣＴを活用したランキング等を用いるなどの工夫をして子どもの

体力向上に取り組んだと承知しております。そして，平成28年度の調査結果です。全国最

下位だった時と比較しますと，中学２年男女は共に30位という過去最高の順位であるなど

夢のような数字が並んでいます。県教委がリーダーシップを発揮し，旗を振ることによっ

て，これだけ成果が上がるものなんだと実感いたしました。

今回の教育振興計画の中でも，様々な分野で「こういうところを頑張っていきましょう」

ということを明示することによって，体力テストの数字が上昇したのと同じような成果が

期待できるのではないかと思います。

委員

小学校・中学校で教育活動にあたっておりますと，新しい教育の方向性が次から次へと

示されるので，「本当にこれでいいのか」と疑問に思いながら，教育活動を進めていると

いうところがあります。私の専門教科は国語なのですが，小学校に英語が導入されて，国

語の授業時数がどんどん減少していく，これは本当なのかと。まず，国語の学力を付けて

から英語の学習ではないのかという思いがありました。ところが実際に，職員室にＡＬＴ

(外国語指導助手)がいると，先生方はあまり話しかけないのですが，子どもたちは平気で

「ハーイ」と呼びかけて他愛もない会話をして，「じゃあね」と言って職員室から出て行

くのです。こういう光景を目の当たりにすると，学力を付けてから活動という順番ではな

く，学力を付けることも活動することも一緒に始める必要があるのだということを，最近

強く感じています。「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の育成はとても大切であり，

小学校教育で死守しなければいけないと思う反面，求められることがそれだけとは違う時

代になり，従来とは異なる生きる力が必要なのではないかという迷いもあります。

現在の私の勤務校は神山町にあります。ご存じのように神山町には，サテライトオフィ

スが数多く立地しています。子どもたちに将来の夢を尋ねると，低学年であれば「科学者

になる」とか言うのですが，５年生ぐらいになると「役場の人になる」というようなこと

を言い出します。それは，仕方のないことで，多様な職業を見たことがないわけです。と

ころが，サテライトオフィスの方が来校して，ドローンであったり，プログラミングであ
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ったりの授業をしてくださる内に，「こんな職業もあるんだ」，「神山町に住んでいても働

けるんだ」と意識の変化につながるわけです。キャリア教育では，地域との連携・協働を

進めていく必要があるのだと実感しています。

委員

私自身，主権者教育に興味があり，投票率アップのためのキャンペーンに参加したこと

もあります。かつて，小学生を対象に，これからの徳島をどうするか，そのための政策は

どうあるべきかといったことをテーマにして授業をしたことがあります。子どもたちは模

擬政党を結党して政策を考え，それを発表しました。子どもは，きっかけさえあれば考え

ることも，発信することもできます。課題は，その環境を大人がどう与えてあげられるか

ということです。教員は多忙であるということもありますので，私のように教員ではない

人材を活用することを考える必要があると思います。保護者が政治や選挙に無関心であれ

ば子どもにも影響しますので，保護者も含めた取組であることも大切だと思います。

大綱では重点項目Ⅲで「グローバル社会で活躍！」を掲げて，「Tokushima英語村プロジ

ェクト」や「トップアスリート発掘・育成事業」といった取組が行われています。こうし

た事業に参加している子どもの多くは，将来的に県外へ進学・就職する可能性が高いよう

に思います。徳島で良い人材をどんどん育てて，輩出して，という一方通行では悲しすぎ

ます。徳島で教育を受けた子どもたちが，将来，何らかの形で徳島に関わってくれるよう

な仕組みづくりを考える必要があるのではないでしょうか。

委員

選挙権を持つ身として恥ずかしいのですが，私は投票に行っておりません。家庭でもあ

まり政治の話をしませんし，地域でどういう政策が行われているか知らないことも多く，

また，自分一人が投票しなくても，政治には何も影響しないのではないかという考えを持

ってしまっています。友人にも，そういう考えの人がいます。主権者教育では，何かしら

若者に関与する政策等を取り上げる，そうすることによって若者も課題を自らのこととし

て捉え意思表明をするようになるのではないかと思います。

英語を学ぶ身として，グローバル社会を意識した取組に興味があります。先ほどもお話

にありました「Tokushima英語村プロジェクト」，自分が小学生の時にこういう取組があれ

ば参加したのにと思って拝見しておりました。ただし，この取組が，子どもたちが英語を

楽しむ，英語に触れるということを目的とするならば意味があると思いますが，英語を身

に付けるということを目的とするならば，少し話が違うかなと感じております。私は，大

学１年生の時に語学研修でオーストラリアに行ったのですが，一緒に参加した大学生と過

ごす時は，どうしても甘えて日本語で喋っていたんですね。英語村も，同じではないかと

思います。本当に語学を身に付けることを目指すのであれば，一人で乗り越えていく時間

というのも必要ではないでしょうか。

委員

私としては，教育において，画一的な授業，画一的な目標をあまりにも多く掲げすぎて，

数値に表れる成果を求めすぎているという思いがあります。特に，小・中・高等学校にお
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いては，児童生徒の個性を重んじる教育が一番大事だと思うのです。ところが，最近では，

画一的な目標を掲げるあまり，子どもに対し過度なストレスがかかって大変なのではない

かと思います。例えば，グローバル社会に向けても，英語を好きな人は勉強したらそれで

いいのではないかという考えです。「全員が，ＴＯＥＩＣ何点以上」などという結果を求

めてはいけないと思うんですね。

私は，仕事でマレーシアに行くことがありますが，そこで交わされている英語を聴いて

いると，はるかに日本人の方が実力があると感じるわけです。現在の日本企業のように，

海外においてビジネスで活躍している企業はそう多くはありません。英語を得意とする日

本人は少ないということになっていますが，海外で活躍できるだけの能力を皆，持ってい

るわけです。人にはそれぞれ個性があるので，その個性を伸ばす教育にシフトするべきで

はないかと考えています。

委員

学ぶことは楽しいこと，これが教育の前提ではないかと思います。その上で，様々な取

組も成立するのではないでしょうか。学ぶ子ども，教える教師，そして保護者，地域住民

が，その点をもう一度，再認識する必要があるのではないかと感じています。県教委が取

り組まれてきたように何年も事業を続けていると，成果が上がります。そうすると欲も出

てきて，これもできる，あれもできるというふうに尾ひれがたくさん付いてしまいがちで

す。そうなると本当にこの事業で為し得たかったこと，目的というものを忘れてしまう。

ですから，学ぶことは楽しいこと，このことを再認識する必要があると思うのです。

次期教育振興計画は，これからの徳島県の教育を担う大きな計画だと思いますので，教

育の本質を見失わないことが，すごく大切なことではないでしょうか。

会長

本日は，委員の皆様からたくさんの御意見をいただき，ありがとうございます。

本来ならば，委員の共通理解を図ることができて，取り組むべき方向性が見えてきたと

発言しようと思っていたのですが，逆に宝石箱をひっくり返したように，御意見が点々と

散らばっているので，これをどのようにまとめていけばよいのかという思いです。宿題と

して，教育委員会と一緒に，引き続き考えていきたいと思っております。

次回の審議会は，本日いただいた論点を少しでも整理した上で，教育振興計画の構成等

についての審議に入っていきたいと考えております。


