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第２回徳島県教育振興審議会 会議録

１ 日 時 平成２９年５月１２日（金） 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 １９名出席
（２） 県 教育長，副教育長，教育次長 ほか

４ 内 容 「徳島県教育振興計画（第３期）」の構成
及び同計画に盛り込むべき施策の方向性等について

〈意見交換〉

会長

みなさん，こんにちは。本日は，２回目の審議会でございます。開会に際しまして，私

の方から２点，お願いがあります。

第１回の審議会の際にも申し上げたことですが，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考えています。２つ目といたしまして，意見交換の中核となるべき

テーマの確認をいたします。テーマは，次期振興計画の計画期間である今後５年間におい

て，本県教育にとって重要だと思われる課題や，特に取り組むべきとお考えになる施策の

方向性等についてであるということです。このテーマを軸としつつ，話題を広げていただ

く中で，施策の方向性等についての新たな気づきも生まれるかと思います。

それでは，議事に移ります。まず，事務局から説明をお願いします。

【事務局説明】

（１）「徳島県教育振興計画（第２期）」の改善・見直しについて

（２）「教育に関する県民意識調査」の結果について

（３）「徳島県教育振興計画（第３期）」の構成について

会長

それでは，意見交換に移ります。ただいまの事務局説明に対する御意見・御質問，また，

本県教育にとって重要だと思われる課題や，特に取り組むべきとお考えになる施策の方向

性等について御発言ください。

委員

私は，老人保健施設の支援相談員を務めておりますので，その立場から申し上げます。

本日の徳島新聞朝刊の社説にも，認知症対策が大きく取り上げられておりましたが，今後

の本県教育の重要な課題の１つは，高齢化社会への対応だと思います。そこで， 資料４

にあります次期振興計画の重点項目Ⅱ，推進項目①「確かな学力，豊かな心，健やかな体

の育成」におけるボランティア的な視点の事業に，認知症サポーター養成講座を盛り込ん

でいただきたいと思います。日本は，やがて世界でも類を見ない超高齢社会を迎えます。

徳島県の高齢化率は，全国よりも早く進んでいます。そして2025年の徳島県内には，認知
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症もしくはその予備軍とされる方がおよそ６万人いると推定されています。高齢者の皆さ

んに優しい気遣いができる，また地域で見守ることができる，そうしたことのできる若者

の育成を，教育において担う必要があると思います。

もう１点，防災の視点から申し上げます。同じく 資料４ の重点項目Ⅰ，推進項目③「災

害を迎え撃つ防災教育の推進」におきまして，高校生防災士の育成を，より一層，推進し

てほしいということです。参考までに，現時点における高校生防災士の人数及び県立学校

における防災士の資格を有する教員の配置人数を教えてください。さらに，今年も高校生

防災士育成のための講座を開講するのかということもお伺いしたいと思います。

事務局

高校生防災士の育成状況ですが，平成27年度，28年度の２年間におきまして，239名を

育成しております。本年度におきましても155名程度の育成を目標として，今後，募集す

る予定です。平成30年度段階で500名の育成を目指しています。

事務局

教員につきましては，平成26年度以降，防災スペシャリストティーチャーとして，現時

点で31名を養成いたしました。平成28年度，配置しておりましたのは県立学校26校です。

本年度及び来年度におきまして，全ての県立学校と分校に配置するために養成を予定して

います。

委員

人口減少社会への対応は待ったなしの課題です。その観点から申し上げますと 資料４

の重点項目Ⅰ，推進項目②の施策の方向性の１つである「二地域居住を加速する学校間移

動の実現」，つまり「デュアルスクール」という施策は興味深いものがあります。今後，

複数の居住空間を行き来する生活スタイルを指すマルチハビテーションも進んでいくと思

いますので，この施策をさらに推進してほしいと思います。そこで，「デュアルスクール」

として，これまでに２つの事例があるそうですが，現時点で明らかになっている課題があ

れば教えてください。

同じく 資料４ の重点項目Ⅲにおける施策の方向性に「郷土愛を育む教育の推進」，「世

界に輝く『あわ文化』の創造・発信」という項目があります。徳島の郷土について学ぶ，

文化財を保存・継承するというのは非常に大切なことだと思います。その際，講師が学校

に出向いての出前講座の実施も方法の１つだとは思いますが，学校から飛び出して，子ど

もが実際に体験したり，見聞きしたりしながら，楽しんで学ぶ機会を増やしていただきた

いと思います。

事務局

「デュアルスクール」に関して，現段階で明らかになった課題について説明いたします。

この施策では，二校間を移動する児童につきまして，住民票を移動させることなく，区域

外就学という制度を活用しています。この制度の活用に当たっては，双方の市町村教育委

員会の合意が必要です。そのため，本県の市町村教委が積極的に取り組みたいと思っても，
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相手方の教育委員会が了承するとは限らない場合がございます。

委員

２点，質問いたします。

１点目は，事務局から説明いただきました「キャリア教育，グローバル化に対応した教

育及びＩＣＴを活用した教育の推進を図るための研修への参加者数」についてです。平成

25年度の参加者数は800人でした。それから５年が経過し，この短期間に情報化が加速，

世の中ではＩＣＴ，光ブロードバンド等といった言葉があふれるようになった昨今です。

平成29年度の研修参加者数は900人となっていますが，本県教員の全体数を考えた場合，

この参加者数を県教育委員会としてどのように考えるのか，お聞かせください。

２点目は，資料２ の「教育に関する県民意識調査結果」についてです。質問（３）（４）

（５）では，小・中・高等学校の各学校段階の教育において，今後「どのようなことに力

を入れればよいと思いますか。」という問いに対し，「ＩＣＴ（情報通信技術）を効果的か

つ適正に利用できる力を養う」という，教員の資質向上を必要とする選択肢があります。

一方，教員の資質向上に関する質問（７）で「望ましいと思うのはどのような教員ですか。」

という問いに対する選択肢には，教員のＩＣＴ技術の向上に関わる項目が見当たらないよ

うに思いますが，いかがお考えでしょうか。

事務局

ＩＣＴに関する教員研修については，総合教育センターが実施している教員研修のうち

の「基本研修」，具体的には初任者研修，教職５年次研修，中堅教諭等資質向上研修等に

おいて，ＩＣＴを活用した授業実践に生かせる研修を実施しております。それ以外にも，

教員による「希望研修」において「ＩＣＴ活用指導力向上研修」を設け，各種講座を開講

しているところです。

こうした研修の結果，教員のＩＣＴ活用指導力の状況，例えば，授業中にＩＣＴを活用

して指導する能力では，平成27年度調査結果によりますと，徳島県では88.9％の教員が指

導できる状況となっており，この数値は，全国第３位に相当いたします。

事務局

「教育に関する県民意識調査結果」に関する質問がございました。質問（３）（４）（５）

は，各学校段階で「どのようなことに力を入れればよいと思いますか。」という問いです。

それに対しまして，質問（７）は「望ましいと思うのはどのような教員ですか。」という

問いであり，質問の趣旨が異なります。

教育には，人権教育や主権者教育，消費者教育等，さまざまな分野があります。ＩＣＴ

の活用も，そうした分野の１つに相当すると捉えており，質問（７）は，教育のどの分野

に力を入れるかと問うものではないという整理でございます。

委員

本日，示された 資料４ 「徳島県教育振興計画（第３期）」第４章の体系には，本県教

育の基本方針である「とくしまの未来を切り拓く，夢あふれる『人財』の育成」に向けて，
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子どもたちが身につけるべき資質や能力が十分に含まれていると思います。

そこで大切なのは，こうした子どもたちを育てていく指導者の資質の向上です。その方

策として考えられる１つは，人員を増加する，そのために予算をつけるということ。もう

１つは，指導内容・方法を効果的・効率的にして教員の負担を軽減するということです。

しかし，現状を考えた場合，人員を増加する，予算をつけるということは困難です。審議

会として考えなければいけないのは，教育振興計画を策定したことによって，より効果的

・効率的な教育が可能となり，教育の質が高まったという方向へ導くことだと思います。

大綱で示された施策の方向性と，それに基づいて主要な事業を検討する中で，どのように

教員を育成するか，大学で教育に携わる立場から審議会の場で引き続き考え，さらに次期

振興計画策定後は教育の効果を高めることで協力したいと考えています。

委員

先日，文部科学省が公立学校教員の勤務実態調査結果を公表いたしました。それにより

ますと，中学校教諭の約６割が，労災認定基準で使われる時間外労働の「過労死ライン」

を上回っていることが明らかとなりました。教育評論家の尾木直樹氏の言葉を借りれば，

多くの教員の善意と努力によって，「過労死ライン」を上回るような仕事量をこなしてい

るというのが学校現場の現状です。文科省は，こうした状況を調査して明らかとしても，

改善策を提示できないと思いますので，徳島県から教育現場を変えるような空気を発信し

ていく必要があります。先進的な事業に取り組んでいても，それを支える側の教員が疲弊

していては，どのような事業もうまくはいきません。次期教育振興計画策定の前提として，

指導する教員が，ある程度の余裕をもつことができ，その情熱と使命，工夫を引き出せる

ような職場づくりをお願いします。

もう１点，発言します。 資料４ の重点項目Ⅰに，「地方創生から日本創成へ！」とい

う言葉があります。私は，「地方創生」から「日本創成」へ必ずしもつなげる必要性はな

く，「徳島の創生」が肝要なのではないかと思うのです。「徳島ならでは」の素晴らしい事

業に取り組んでいるのですから，あまりにも大きな目標を掲げるのではなく，地道な取組

を継続すべきだと思います。

委員

本審議会の役割について確認させてください。

本審議会委員の皆さんは，県内各界各層を代表される方ばかりで，それぞれの立場から，

具体的な施策にまで至るような御意見・御要望を仰っています。一方，本審議会で最終答

申（案）を取りまとめるのは，平成30年１月頃となっており，これは次年度の予算が決定

していない時期です。事務局としては，最終答申（案）の取りまとめに向けて，本審議会

にどのレベルの内容までの議論を求めているのかお聞かせください。

事務局

事務局として，本審議会で御検討いただきたいのは，次期振興計画の第４章における「今

後の取組」までと考えております。具体的な施策及びその実現に向けた今後５年間の工程

等につきましては，委員の皆様から頂戴いたしました御意見を参考にしつつ，事務局内で
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検討を加えてまいりたいと考えております。

委員

本審議会では，大きな施策の方向性について意見を述べさせていただくことに重きを置

いて，個別具体の施策についての言及もあるかとは思いますが，それは何らかの形で施策

に反映していただけるということだと承知いたしました。

委員

教職員の負担軽減は，急を要します。学校任せでは，この問題の解決は困難です。例え

ば，ＮＰＯ法人「Teach For Japan」という組織があります。多様な経験を持ち，かつ教

育への情熱を兼ね備えた人材を学校現場に派遣し，教員を支えて子どもの教育に取り組ん

でいる組織です。こうした外部人材の活用も検討すべきではないでしょうか。

次に， 資料２ 「教育に関する県民意識調査結果」に関連してです。質問（７）「教員

の資質向上」に関する回答結果をみると，保護者は「子どもによくわかる教え方をする教

員」を求めていることがわかります。今後，多くの教員が定年退職の時期を迎え，経験の

浅い教員の割合が増加していきます。そうした教員が受け持ったクラスでは，学級崩壊と

いう現象が発生しているとも聞こえてきます。子どもにわかる教え方という点では，若手

教職員は未熟な部分もあると思いますので，こうした教職員の実践的指導力の育成も課題

になると考えています。

最後に，グローバル教育の観点から発言します。現在，本県では「Tokushima英語村プ

ロジェクト」等，先進的な取組を行っています。私は，そこで指導した子どもたちが，英

語をアウトプットできる場が必要だと思います。先日，ＪＩＣＡ主催のエッセイコンテス

トで入賞した高知県の中学生を表彰するために，ＪＩＣＡ関係者が高知県を訪れ，さらに，

その作品はホームページに掲載されています。表彰されたりすると，子どもは自信をつけ

て，また次もがんばろう，という気持ちになります。子どもによる英語のアウトプットを，

評価する機関あるいは表彰する機会を設けるなどの施策が必要ではないでしょうか。

委員

グローバル人材育成に関連して， 資料２ 「教育に関する県民意識調査結果」において

気になる点があります。質問（３）（４）（５）の各選択肢⑥は，各学校段階での英語教育

に対する取組を取り上げています。保護者の方は，英語教育に対する期待が高いことが読

み取れるのですが，教職員は相対的に高い割合ではありません。「徳島教育大綱」の重点

項目Ⅲには「グローバル社会で活躍！」を掲げており，冒頭の事務局説明にもありました

ように，生徒の英語力向上を図るため，中学・高校の全学年において「英語能力判定テス

ト」を実施するなど，県を挙げて英語力を高めようと取り組んでいることはわかるのです

が，学校現場の教職員の意識は違うのかなと感じました。この調査結果について，県教委

として何か分析されていることがありましたら，教えてください。

もう１点，英語のアウトプットという話を，第１回審議会でも意見としてあった，なぜ

勉強するのかということとつなげて，私の考えをお話しします。英語を使えば，自らとは

全く異なる環境で育った方とコミュニケーションをはかることができる，考えもわかる，
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それはうれしい体験だと思うのです。中学生時代にほとんど英語を話せなかった私ですが，

それが後にアメリカ合衆国に行き，いろいろな方と意思が通じるようになったことが，さ

らに勉強しようと思うモチベーションになりました。学ぶことが，うれしさや楽しさにつ

ながると気づかせてあげることが大切だと思います。

事務局

「教育に関する県民意識調査」は，１つの質問につき，選択肢が10程度ある中から，１

人あたり３つの複数回答となっています。教職員も英語によるコミュニケーションの重要

性を十分に承知しているとは思いますが，回答が３つまでと限定された場合に，英語教育

よりも優先すべきと考えた課題があったということだと考えています。

委員

「徳島教育大綱」の重点項目の１番目に，「地方創生」に活躍できる人材の育成を掲げ

ており，頼もしく感じています。大学教育では，従来，優秀な人材は東京や大阪へ輩出す

るという傾向が続いてきました。昨今，私が勤務する大学でも，徳島を理解し，徳島を愛

する優秀な人材こそ，徳島で活躍してほしいとの考えに方針が変わりつつあり，今後も，

この傾向が続いていくと思います。

これまでの議論で，教員の余裕のなさが取り上げられました。現状でも，長時間労働を

強いられているにもかかわらず，さらに英語教育や情報教育といった新たな課題ものしか

かっています。そうした中，現在，子どもと向き合っている教員の質の向上は非常に大切

なことです。総合教育センターにおいて各種研修を実施していることは承知しましたが，

私は，教員にとって異分野の実習を取り入れることが大切だと考えています。教員自身が

外国で実際に何かを体験すれば，英語の重要性を子どもにも伝えることができます。職業

についても，農工商等さまざまな分野において，幸せになるためのアプローチがあると知

れば，子どもに提示することができます。教員に余裕をもたせる。そして，異分野の実習

を導入して，他の業種を経験することが子どもの教育に役立つと思います。

また，県の予算を使って，教育に関する多くの事業を実施するわけですから，その成果

を示すために数値化をする必要があるというのは理解しています。ただし，数値化すると，

数字そのものが目標となってしまい，本来の教育目標から逸脱する恐れがあります。事業

の評価方法については，慎重に検討していただきたいと思います。

委員

教員の育成ということが議題として取り上げられています。

大学で教員養成のための授業を受けている立場から申し上げます。私は，３年生の時に

教育実習に参加し，初めて授業をするという体験をしました。それ以前に，模擬授業等の

練習はしましたが，実際，学校現場に赴くと，子どもと接してみないとわからないことが

数多くあると実感しました。鳴門教育大学の教員養成カリキュラムは，実習も充実し，各

種の経験を積むことができますが，一方で，学級経営等は，教員として採用されないと経

験できません。将来の自分自身のことを考えると，不安ではありますが，だからこそ，教

員採用後の研修は大切だと思います。学校現場では，いじめ等の問題行動への対応も必要
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ですので，人権教育の重要性も感じていますし，今後は，小・中学校で道徳教育が教科化

されることから，この点でも私は不安に思っています。道徳教育では，価値観を子どもに

教えるという側面があります。そのため，教員自身が高い倫理観を持つことは当然ですが，

持っているだけでは子どもに伝えることはできません。どのように教育すれば，子どもた

ちが自然な感情を持てるよう伝えられるのでしょうか。学生としては，道徳教育について

は大学の実習で必修とするくらい重要ではないかと感じています。

会長

今日，教員に求められる役割が複雑化・多様化しており，大学での教員養成を考えた場

合，学生に多くのことを学んでもらうには，学部の４年間は非常に短いというのが実感で

す。欧米の状況を紹介しますと，教員養成は４年間では困難との考えから，修士課程，つ

まり教員養成のためには５，６年間を要することが標準となっています。韓国や中国でも

修士号を取得している教員の割合は，日本より多いのが現実です。日本の大学における教

員養成も，修士課程修了を標準としたいという思いはあります。

委員

今，大学生の委員から指摘もありましたように，人権教育では，子どもに学びの場をつ

くるということは非常に大切なことです。次期教育振興計画では，学校教育，社会教育，

生涯学習，それぞれの中に人権教育という視点を位置づけてほしいと思います。その際，

教員を目指したいと考える大学生に，いかに関わってもらうかというのは課題であります。

現在，県内においても人権教育に関わる保育・授業研究会を保・幼・小・中・高・特別支

援学校の各校種で実施していますので，例えば，そうした研究会を大学生も参加できる開

かれたものにするというのは，１つの方法ではないでしょうか。徳島市の取組では学習支

援ボランティア制度というのがあり，多くの大学生が参加しています。教育実習の機会だ

けでなく，ボランティアのような形式でも学校に来ていただければ，学級経営の様子も，

より長い時間見ることができ，体感することができると思います。

また，いじめや不登校，さらには児童虐待等の問題も見過ごすことはできませんので，

教育相談体制の充実が欠かせません。人権尊重の視点から申しますと，子どもは平等に教

育を受ける権利があります。現在でも，スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセ

ラーの派遣制度がありますが，さらなる充実をお願いしたいと思います。

委員

次期教育振興計画の構成として，推進項目の１つに「個性，可能性を最大限に伸ばす教

育の推進」が挙げられています。今春には，城西高校で県内初の６次産業化専門学科アグ

リビジネス科がスタートし，平成30年４月には阿南光高校が開校いたします。先日も，城

ノ内中・高等学校の中等教育学校への移行時期や，城北高校への理数科学科の設置が発表

されました。現在，各高等学校において特色ある学校づくりが進行しています。県教委と

して各学校の取組を支援するんだ，ということが伝わる内容にしてほしいのです。この振

興計画は，教職員だけのものではありません。子どもやその保護者の方も注目すると思い

ます。子どもや保護者の方が御覧になって，徳島県の教育に夢と希望が感じられる教育振
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興計画にしたい思います。

また，次期教育振興計画策定と同じタイミングで，次期徳島県スポーツ推進計画の策定

も進んでいます。教育振興計画の施策の方向性の１つには「世界で活躍する『スポーツ王

国とくしま』づくり」とありますことから，両計画の策定については関係者が連携し，整

合性を図る必要があると思います。

委員

ＰＴＡの一員として活動していましても，学校の先生方の多忙化というのは感じます。

先程，教育に関する施策を評価する際の数値目標について慎重に検討すべきであるという

意見がありました。同感です。各学校では，毎秋，「とくしま教育の日」にあわせて多く

の事業を実施していますが，そのほとんどが参観日の開催です。授業参観者の多くは，「と

くしま教育の日」の事業とは知らずに参加しているのに，県では事業の１つとしてカウン

トしている。とても，事業として精査されているとは思えません。これは一例に過ぎませ

んが，県教委において事業が精査され，効果的な事業のみの実施となれば，教員の負担も

減り，結果として教員が子どもと向き合う時間も増えるのではないでしょうか。

資料２ 「教育に関する県民意識調査結果」についても，ＰＴＡの立場から意見を申し

上げます。質問（13）「学校と家庭や地域社会」の協力体制に関する保護者の回答結果を

見ると，選択肢③「ＰＴＡの会合等」への参加については回答割合が低いのですが，選択

肢⑤「運動会等の学校行事」への参加となると，選択肢③の２倍以上も高い回答割合とな

っています。ですが，運動会等の学校行事にもＰＴＡは関わっています。選択肢③と⑤は

問い方の切り口が異なるだけですが，そのことに保護者はあまり気づいていない。一方で

「生涯学習」に関する質問（14）の回答結果からは，保護者が「身近なところで参加でき

る講座や催し等の充実」を要望していることがわかります。第１回の審議会でも申し上げ

たことですが，運動会に保護者が参加するのが自然な流れであるように，次期振興計画に

は，保護者と子どもが一緒になって学ぶような魅力的な施策を盛り込んでいただきたいと

思います。

委員

消費者教育推進の立場から意見を申し上げます。資料２「教育に関する県民意識調査」

の質問（11）では「学校での消費者教育」を取り上げていただいています。その回答結果

の上位には，金銭教育，インターネットやスマートフォンの適切な活用方法，消費者トラ

ブルに関する対処方法が挙げられており，現代社会を考えた時には当然の結果だと思われ

ます。一方，徳島スタイルの消費者教育を全国に発信しようとしている今，エシカル消費

に係る回答割合が，保護者，県民ｅ-モニターでは最下位であることは気がかりです。エ

シカル消費に係る教育を推進するために，例えば金銭教育をおろそかにするという話では

なく，むしろ，消費者教育の切り口が異なるだけで，エシカル消費に係る教育と金銭教育

はつながっている問題なのですが，理解されていないように思われます。

消費者教育に限らないことですが，施策の方向性と県民のニーズとのずれを生じさせな

いためには，次期教育振興計画において「今後５年間に取り組む施策」を記述する際に，

「なぜ」その施策が必要なのか，丁寧に説明することが大切になると思われます。



- 9 -

会長

今，お二方の意見をお伺いして感じましたことは，調査結果に表れた数字の見方には気

をつける必要があるということです。表面的な数字のみに捕らわれますと，数字がひとり

歩きしてしまうことにもなりますので，審議会としても留意したいと思います。

委員

資料２ 「教育に関する県民意識調査結果」を興味深く拝見させていただきました。と

りわけ質問（12）「家庭の教育力を高める」ための方策として，選択肢②「子どもと触れ

合う時間や対話の時間」の確保が，最も高い回答割合であることに注目しております。日

々，教育現場で子どもや保護者と関わっていますと，子どもとの時間を「確保できている

保護者」と「確保できていない保護者」に二極化しているのが現状だと実感しています。

幼児教育に携わる県下すべての関係者はこうした現状を認識し，保護者参加型の参観日を

企画する等，教育現場において，保護者が「子どもと触れ合う時間や対話の時間」を確保

できるよう腐心しております。そうした時間の中で，普段は見ることのできない子どもの

成長に気づき，保護者に子育ての楽しさを感じてもらいたいとの思いからです。

質問（13）の選択肢③には「ＰＴＡの会合等への保護者の参加の促進」という項目があ

りました。もちろん教員としては，保護者の方に参加してほしいと願っていますが，保護

者の中には参加しにくいという状況もあるようです。この点においても，私たちは，保護

者としてはどのような会合を望んでいるのか意見を聞き，できるだけ反映しながら内容の

充実を図り，保護者が参加できる環境を整えています。幸い，県下各地域には，それぞれ

伝統文化があります。親子で藍染め体験をする，大谷焼の絵皿を作るなど，子どもと一緒

に何かを作り上げる楽しさを味わってもらいながら，園と家庭が協力体制を築き上げる，

そのような工夫を積み重ねながら，日々子どもと向き合っています。

委員

教員の疲弊等についての意見がいくつかございました。学校における私の勤務経験から

申し上げますと，教員が疲れや多忙を感じますのは，一人で問題を抱え込んだ時や成果が

上がらなかった時だと思うのです。学校が共同体となって成果が上がっていくのを感じた

時は，教員は生き生きしているように思います。現在，教育分野には重要な施策が数多く

あり，新たな取組も必要となっています。必然的に，勤務校を離れての研修も増加いたし

ます。教員が苦しいのは，現に問題が学校で発生しているにも関わらず，研修等でその場

を離れなければならないことです。研修の大切さは理解しておりますが，学校を離れての

研修のいくつかを，勤務校での研修に振り替えていただき，問題解決にむけて，学校長を

中心に教職員が一丸となって取り組んでいく体制をつくることが大事だと思うのです。

２点目として，「生命（いのち）」という言葉に触れたいと思います。次期教育振興計画

では，「生命」を大切にした施策を示してほしいのです。実際，施策の方向性の１つにも

「生命」という言葉が使われています。道徳教育の場合，「生命を大切にする」とは，生

命そのものを守るという意味と，自分の生命をいかに輝かせて生きていくか，という２つ

の意味が含まれます。「生命」を常に意識しながら教育活動を進めていくと，なぜ学習す

ることが大切なのか，なぜお互いを大事にしあうことが大切なのか等を自ずから子どもは
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考えるようになります。真剣に「生命」と向き合ってほしいと思います。

最後に質問でございます。私は，県私立学校審議会を代表して出席しております。私立

学校の存在意義というのは，本県においても大きいと思われます。そこで，公立学校と私

立学校とが意見交換しながら，双方の役割を認識し，高め合うために，実際はどのような

取組が行われているのでしょうか，教えてください。

事務局

公立学校と私立学校の連携ということでは，徳島県公私立高等学校連絡協議会という組

織がございます。毎年，公立・私立の学校の代表者が集まりまして意見交換をし，今後の

教育の在り方等を話し合っているところであります。

委員

公立学校も私立学校も，人を育てるという点では違いはないと思います。学校には，様

々な事情や考え方を持った生徒が入学してまいります。学習面や部活動等，学校生活に高

い目標を持って日々を過ごしている生徒もいます。一方，コミュニケーション能力の低さ

や，生命の大切さを軽視していることを生徒から感じることもあります。そうした子ども

たちから，学校で取り組みたいことはない，自らの将来に対して希望もない，というよう

な言葉を聞いたときには教師として無力さを感じることも少なくありません。先程来，委

員の皆さんが仰っている高いレベルの教育の話も非常に参考とはなりますが，学校生活，

あるいは将来に対する意識が低い生徒がいることも事実です。子どもには平等に教育を受

ける権利がありますので，学校では，言葉の使い方や対人関係の築き方等，生きていく上

での基本的なことにも取り組み，そして，生徒が何か１つ目標を見つけられるよう指導す

ることが教育では最も大切なことであると考えています。学校生活，あるいは将来に対し

て高い意識を持たせて，社会を生き抜いていほしい，そう願いながら教壇に立っています。

委員

大学で留学生に対する日本語教育に携わっている立場から意見を申し上げます。現在，

県内の高等教育機関には，39か国から329人の留学生が在学しています。徳島県地域留学

生交流推進協議会という組織があり，その機関を介して，四国大学や徳島文理大学等に留

学生として在学し，日本語を学び，徳島で生活をしながら，徳島を学んでいます。しかし，

ややもすると，留学生は大学での研究と生活のためのアルバイトに終始してしまいます。

そこで，４年ほど前から，「とくしま異文化キャラバン隊」を結成し，その活動の一環と

して，中学生による「あわっ子文化大使」との交流や，学校での英語教育支援という形で，

留学生と県内児童生徒が出会う「場」をつくる事業に取り組んできました。この事業を推

進する中で，小・中・高等学校の先生方から，総合的な学習の時間を活用したり，ＳＧＨ

（スーパーグローバルハイスクール）として交流したいとの依頼を受けました。予算はな

くても，既存の制度や仕組みを利用して協力関係をスムースに構築でき，成果が得られた

体験でした。そして，子どもたちは，徳島で異文化とふれあいながら自らの感性を広げ，

英語圏に限らず世界に目を向ける機会を得たのです。この審議会に集った者たちが協力を

して，学校教育，社会教育，生涯学習，いずれにおいても学びの「場」をたくさん準備し
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てあげること，このことが私たちの役割だと感じました。

会長

今後５年間，本県教育が取り組むべき施策の方向性等については多くの意見をいただき

ましたが，事務局から提示されております「徳島県教育振興計画（第３期）」の構成（案）

について，御意見はありませんでしょうか。

委員

施策の方向性における「全国屈指の光ブロードバンド環境を活用した教育の推進」とい

う表現について提案があります。この箇所を，「全国屈指の光ブロードバンド環境の強み

を生かし，ＩＣＴを活用した教育の推進」と変更してはいかがでしょうか。「ＩＣＴ」と

いう具体的な言葉を挿入したほうがいいのではないかという提案です。

このＩＣＴの活用と，本日，多くの意見が出されている教員の多忙化ということとを関

連させて，最後に意見を申し上げます。山間地域の小規模校において，教職員数が少ない

のは致し方ありません。ですが，そのため，１人の教員が複数の主任等を兼務する結果と

なり，必然的に，研修等で学校を離れる機会が増えています。主な研修場所である総合教

育センターは地理的に遠く，移動という観点からも，教員にとっては負担となります。そ

の改善に向けて，ＩＣＴを活用した研修を増加してはどうでしょうか。もしくは，伝達講

習という手法も考えられます。郡市の代表が総合教育センターで研修を受け，その代表が

各郡市においてテレビ会議システム等を活用する。こうしたことは，教員の負担軽減につ

ながりますので，検討していただきたいと思います。

事務局

「徳島県教育振興計画（第３期）」の構成（案）について，施策の方向性の表現に関す

る御提案をいただきました。事務局といたしましては，施策の方向性については簡潔な表

現にとどめたいと考えております。次期振興計画には，施策の方向性を説明する文章を掲

載する予定ですので，当該箇所の説明文に，御提案いただいた表現を盛り込む方向で検討

いたします。

会長

「徳島県教育振興計画（第３期）」の構成（案）につきましては，第１回審議会におけ

る私たちの意見を踏まえ，「第３章 『第２期計画』の成果と課題」という章を新たに盛り

込むことで，ＰＤＣＡサイクル（点検評価サイクル）が明確となるような形式となってお

ります。審議会といたしましては，この構成（案）を了承したいと思います。

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。前回は

多種多様な意見でございましたが，今回は，多くの意見が重なって，議論が進んだのでは

ないかと思います。次回は，本日，了承いたしました第３期振興計画の構成と，御審議い

ただいた施策の方向性等とを組み合わせまして計画素案を御提示し，さらに議論を深めて

まいりたいと考えております。


