
番号 いただいた御意見の概要 御意見に対する県の考え方

1

徳島県教育振興計画に，「VS東京」の文言を盛り込んでほしい。
　（例）城南高校VS東京都立日比谷高校
　　　　徳島科学技術高校VS東京都立科学技術高校
　　　　城ノ内中等教育学校VS東京都立小石川中等教育学校
　　　　徳島大学VS東京大学，東京医科歯科大学，等
　　　　鳴門教育大学VS東京学芸大学

　城南高校及び徳島科学技術高校は，平成２９年度現在，ＳＳＨ(スーパーサイエン
スハイスクール)の指定を受け，理数系教育の拠点校として特色ある教育活動を展
開しています。
　御意見は，第４章，重点項目Ⅰ，推進項目①，施策の方向性「多様で特色ある能
力・個性を伸ばす教育の推進」において引き続き行う様々な取組の中で，今後の
参考とさせていただきます。

2
徳島県教育委員会が，文部科学省と鳴門教育大学に対し，鳴門教育大学の敷地
に鳴門教育大学附属中等教育学校開校の要望を行ってほしい。

　大学において判断される事項であると考えております。

3
徳島県教育委員会が，徳島北高校国際英語科に対し，文部科学省から国際バカ
ロレアの認定を受けられるよう努めてほしい。

　国際バカロレアの認定につきましては，教育課程等制度上の諸課題，専門教師
の育成，費用の助成等の情報収集に引き続き努めて参ります。貴重な御意見とし
て参考とさせていただきます。

4
徳島県教育委員会の主催でTOKUSHIMA・ICT村を開講し，カリフォルニア工科大
学やMITマサチューセッツ工科大学の教授を講師に招いてほしい。

　大学等との連携は，児童生徒の情報活用能力の育成に重要であると考えており
ます。貴重な御意見として参考とさせていただきます。

5
徳島県教育委員会が，平成30年４月に開校する阿南光高校において，日亜化学
工業とニイバイオの協力を得て農工連携教育を推進してほしい。
　（例）LED植物工場による苺栽培や花卉栽培など

　平成30年４月に開校する阿南光高校は，農工商が一体化した専門高校として，６
次産業化に対応した特色ある教育や地元企業・大学等と連携した教育を展開して
参ります。御意見につきましては，今後の取組の参考とさせていただきます。

6

徳島県教育委員会が，小松島西高校食物科の生徒が自主運営する高校生レスト
ランの開店を支援してほしい。
　（参）三重県立相可高校食物調理科の生徒が自主運営する
　　　　高校生レストランの「まごの店」

　小松島西高校食物科では，１９６６年から「大量炊事」の授業が開始され，現在，
生徒と教員の約１８０食分の給食を毎日作っております。また，２００７年からは，授
業で学んだ知識・技術を生かして地域に貢献することを目的に，年４回，「ミニカ
フェ」を開催しています。本年度からは，その売り上げの一部を「徳島被害者支援
センター」に寄付するなど，高校生ができる社会支援活動にも取り組んでいるとこ
ろです。
　御意見は，第４章，重点項目Ⅰ，推進項目①，施策の方向性「多様で特色ある能
力・個性を伸ばす教育の推進」において引き続き行う様々な取組の中で，今後の
参考とさせていただきます。

「徳島県教育振興計画(第３期）」中間取りまとめに係るパブリックコメントに対する回答

　　平成29年12月4日（月）から平成30年1月4日（木）までの間，パブリックコメントにより御意見を募集したところ，１１名の方から３０件の御意見をいただきました。 

　　御意見の概要と県の考え方は，次のとおりです。

資料２



番号 いただいた御意見の概要 御意見に対する県の考え方

7
徳島県教育委員会が，鳴門高校，阿波高校，脇町高校に理数科の復活，または
理数科学科を開設してほしい。徳島市内の公立高校に理数科系が集中して，地域
間における学校間格差が生じていると思われる。

　生徒の多様な学習ニーズに応えるため，普通科高校においては，単位制やコー
ス制を活用した教育課程の工夫や教育内容の充実を図るとともに，ＳＳＨ(スー
パーサイエンスハイスクール)の指定など，特色ある学校づくりを推進しているとこ
ろです。
　御意見は，第４章，重点項目Ⅰ，推進項目①，施策の方向性「多様で特色ある能
力・個性を伸ばす教育の推進」において引き続き行う様々な取組の中で，今後の
参考とさせていただきます。

8

「教職員の負担軽減と経営感覚の醸成」の項目に，部活動の問題について盛り込
んでほしい。中学校教員の超過勤務のかなりの原因は部活動にある。部活動の改
善なくして，教員の負担軽減はない。特に専門ではない，興味もない部活動を持た
された教員は，肉体的疲労だけでなく，精神的な負担も大きい。部活指導が自信を
もってできないと，子どもとの人間関係作りにも苦労する。そもそも，ほとんどの活
動が勤務時間外になり，部活動という制度自体に問題がある。昨今，部活動につ
いての問題はメディアにも多く取り上げられ，様々な改善策がとられるようになって
きてはいる。徳島県教育振興計画についても，教職員の負担軽減ということを明記
されるのであれば，部活動について教員の負担を軽減していくというような内容を
ぜひ盛り込んでいただきたい。

　教員の長時間勤務の解消や負担軽減につきましては，徳島県教育委員会の重
要課題として，実効性のある施策等について，学校現場の教職員の方々と共に議
論を進めているところです。その中での議論及び国の動向を踏まえ，引き続き，教
員の負担軽減策を検討して参ります。貴重な御意見として，今後の参考とさせてい
ただきます。

9
阿南市の公立学校は二学期制になっていますが，三学期制にしてもらった方が行
事のタイミングがとりやすいのではないでしょうか。

　阿南市公立学校の学期の在り方につきましては，当該市教育委員会において判
断される事項であると考えております。御意見につきましては，今後の参考とさせ
ていただきます。

10 高齢の方と，保育園児や学生との交流を現在よりも増やしてはどうでしょうか。

　本振興計画では，第４章，重点項目Ⅱ，推進項目②，施策の方向性「地域総ぐる
みの子育ての実現」の中で，学校・家庭・地域の連携を進める際に，経験豊富な高
齢者をはじめとする地域の人々の参画を得て，多様な学びや体験活動を推進する
ことを明記しています。貴重な御意見として，今後の取組の参考とさせていただき
ます｡

11

海国日本としての視点が欠けているように思われます。徳島では，かつて徳島藩
水軍を擁し，参勤交代の際には，大船団で大坂まで往復しました。御林（藩船をつ
くるためのもの），船大工，水夫を自前で養い，それが今日の徳島土木業の基と
なっています。徳島・小松島港には，交通の便に恵まれ，大型クルーズ船が来航す
る赤石地区に，静穏な遊休海面9.4ha（東京ドーム２個分に相当）が眠っています。
ここに，櫓漕ぎの守破離を中心とした心身鍛練の場として和船文化体験センターを
誘致して，生涯学習の場としてはどうでしょうか。そして，和船技術がすでに過去の
ものとなっているため，小松島高校に和船文化創造科を新設するのです。（製作，
修理，開発等に必要な人材の養成のため）和船は文化の森に常設展示されていま
すが，今こそ再びこのノウハウを利用・発展させていくべきときかと考えます。温故
知新の精神を大事にしていかなければなりません。

　少子高齢化や高度情報化，グローバル化などの社会環境の変化や，生徒や保
護者の価値観が多様化している現状を踏まえ，県教育委員会では，新たな時代に
対応した学校づくりや多様な教育の実現を図るための高校教育改革を推進してお
り，これまでに，中高一貫教育校や単位制高校，総合学科の設置など，特色ある
学校づくりを進めているところです。御意見につきましては，今後の取組の参考とさ
せていただきます。



番号 いただいた御意見の概要 御意見に対する県の考え方

12

先日，海陽町浅川地区の地震津波碑巡りに海陽町内の小学５年生が参加しまし
た。先人が伝えたかったことを少しでも今の小学生が受け継げる良い機会だったと
思います。国登録記念物の指定も受けたことから，小学生にも碑の内容がわかる
ような案内板が整備されていると良いのではないかと感じました。地震津波碑巡り
は次年度以降も実施されるようですので，防災教育の推進という観点から一考して
頂けるとありがたいです。

　地震津波碑には地震被害の記録の他，犠牲者への供養，減災への教訓などが
記録され，今後，防災教育への活用が期待されます。しかし，石碑に刻まれた文面
は難解で，また経年による風化等で読みにくくなっているのが現状です。そこで県
教育委員会におきましては，本年度，碑文の内容を分かりやすく解説した「現代語
訳版ハンドブック」を刊行したほか，説明板２基を設置することにしております。ま
た，次年度からも関係市町と連携し，順次説明板の設置を進めていきたいと考えて
おります。貴重な御意見として参考とさせていただきます。

13

本県の基本方針にはいきなり差別的思想が躍り出ています。下記に引用します。
「『徳島ならでは』の教育により，大きな夢や高い目標を持って，困難にぶつかって
も挑戦し続け，未来を切り拓いていく，本県の宝である『人財』の育成を目指しま
す。」(中間取りまとめp1)
これは言い換えれば，夢や目標を持たず困難を避け，現在を生きる人は「本県の
宝」ではないということです。端的に言えば優秀でない子どもは必要ない，と言って
いるように聞こえます。なぜ，このような選民思想が，わが県の教育基本方針に反
映されているのでしょうか。果たして，そのような教育方針で本当にわが県が豊か
になるのでしょうか。もちろん，優秀な人間は重宝されるべきものです。発展を進
め，豊かさを増し，多くの期待と結果を残し続けることができるでしょう。ですが，そ
れ以外の人間はいったいどうなさるというのでしょう。また，優秀な人間とそうでな
い人間は，いったい何が原因でそう分かたれるのですか。それがわかっているの
なら，どうしてすべての人間が優秀な人間になれるよう教育を施さないのですか。
これについては，優秀かそうでないかで分けること自体が間違っていると思いま
す。まず，一人ひとりが異なった能力を持っていることを認めることから始めてみま
せんか。そして，一部の子どものみに高い教育機会を与え，そうでない子どもの教
育機会を侵害することを止めましょう。すべての子どもに教育機会を与えていると
きにのみ，正当な教育が行われていると定義しましょう。まずはここから始めてみ
ませんか。

　本振興計画の第４章，重点項目Ⅰ，推進項目①，施策の方向性「多様で特色あ
る能力・個性を伸ばす教育の推進」では，「変化の激しい時代を生きる子どもたち
が，それぞれの個性や能力に応じてこれからの社会を生きぬいていく力を身に付
け，可能性をしっかりと開花させるための教育を推進」することを明記しています。
また，重点項目Ⅱは「一人ひとりが輝く！徳島の未来を育む教育の推進」とし，「子
どもたちが，夢に向かって努力し，たくましく生きるために，心身ともに健康で，幅広
い知識や教養，豊かな情操，道徳心などをバランスよく習得し，総合的な人間力を
高める教育」の推進を掲げています。
　すべての子どもたちが持つ無限の可能性をしっかりと花開かせ，誰もが夢に向
かって挑戦でき，努力が報われ主役になれる徳島の実現に向け，引き続き，未来
を見据えた教育の充実，効果的な実施に取り組んで参ります。



番号 いただいた御意見の概要 御意見に対する県の考え方

14

いじめ
「いじめの未然防止を図るためには（中略）道徳教育をより一層充実させる必要が
あります。」(中間取りまとめp15)
道徳教育を充実させると，いじめの未然防止になるというのは事実でしょうか。少
なくとも戦前から道徳教育は行われていたようですが，現在までいじめの根絶には
至っていません。法律で悪いこととはこういうことですと，線引きすれば人は法を犯
すことはなくなるのでしょうか。悪いことであると周知することは大事ですが，それだ
けでは不足しているのは明らかです。こうした方針は何を理由に決定されたので
しょうか。近年でも，いじめを苦にした自殺や殺人といった痛ましい事件が起こって
いますが，この方針でそういった事案に対応できるのでしょうか。従来通りの取り組
み方では，不十分な結果の場合，一般的にはその方法自体の価値を問われます。
ここでも同じように，効果の低い従来の取組を「改善」するのではなく，そもそも取
組が間違っていたのではないかという視点で議論すべきでしょう。そして，新しい枠
組みを得，いじめ防止に向かっていくようにしてください。

　道徳教育は，これまでもいじめの防止に関して大きな役割を担ってきました。さら
には，この度の小・中学校における「特別の教科 道徳」の実施に伴い，「あなたな
らどうするか」を真正面から問う，「考え，議論する道徳」への転換を図り，いじめに
関する問題を自分自身のこととして，多面的・多角的に考えられるよう，指導の改
善を進めて参ります。子どもの発達段階に応じ，道徳の授業を中心に学校の教育
活動全体を通じて道徳教育を推進することにより，いじめを生まない環境を醸成
し，いじめの未然防止への効果が発揮されることが期待されます。
　県教育委員会は，こうした各学校の取組を支援するとともに，「いじめ防止対策推
進法」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき，いじめ問題等対策
審議会等から御助言をいただきながら，いじめ防止に取り組んで参ります。

15

人権教育
「差別やいじめを許さない人権教育を推進するため」(中間取りまとめp18)
許さないとはどういう意味を指すのでしょうか。許してしまうのはその人の自己責任
ということでしょうか。もしくは裁判官のように人を裁くという意味でしょうか。

　「差別やいじめを許さない」とは，学級や学校の中で差別やいじめを見過ごさない
環境をつくるという意味です。人権学習を通して，「自分の大切さとともに他の人の
大切さを認めること」ができる児童生徒の育成を目指して参ります。

16

人権教育
「いじめの未然防止や様々な人権課題に対応していくために，引き続き指導内容
や指導方法の工夫・改善を行う必要があります。」(中間取りまとめp18)
具体的に何をするのか全く書かれていませんが，どう対応するのでしょうか。

　御指摘いただいた箇所は，「第３章 『第２期計画』の成果と課題」における記述で
す。ここで示した課題を踏まえ，「第４章 今後５年間に取り組む施策」の重点項目
Ⅱ，推進項目①，施策の方向性「子どもたちの健全な生活を守りぬく環境づくり」に
おける「人権教育の推進・充実」の項目に，様々な人権課題への具体的な対応に
ついて明記しております。

17

県下の公立学校では，いまだに人体に関する校則が策定されている学校が多いで
すが，明らかに人権侵害です。今すぐにでも破棄すべき校則であるにも関わらず，
存続し続けるのはどういった理由からでしょうか。具体的には，「髪型」「髪の長さ」
「髪の色」などの頭髪の自由の侵害，「スカートの丈」「ズボンの形」などの衣服の
自由の侵害などが主にみられます。また，こうした侵害の結果，学業が充実すると
は限りません。このように全く意味のないことに加えて，人権侵害であるこの事実を
どのように解決するのでしょう。そのような校則は，廃止するのがまっとうな人権感
覚を持った判断といえます。すぐにでもそのように対応すべきです。

　校則は，各学校において児童生徒の実情や地域の実態に応じて定めています。
御意見につきましては，今後の参考とさせていただきます。



番号 いただいた御意見の概要 御意見に対する県の考え方

18

ほめる
「幼・小・中学校において，子どもの望ましい行動をほめて育てるとともに，問題行
動を未然に防ぐ『ポジティブな行動支援』」の考え方(中間取りまとめｐ３９)
子どもをほめて育てると，「ほめないと行動しなくなる」作用があります。加えて，行
動が望ましいかそうでないかは，子どもが行動した動機に何ら関係がありません。
望ましいからやる，ほめられるからやるのではなく，子ども自身がやりたいからやる
ということを認めるところから始めませんか。もしほめるとすれば，行動したこと自
体をほめてほしいと思いますし，ほめたあと子ども本人がどう感じたかも聞き出す
べきです。ほめられると傷つく子どもがいることを知っていますか。やる気をなくす
子どもがいることを知っていますか。ほめる，は万能ではありません。問題行動に
対する適切な知識を持つようにしてください。

　学校における問題行動の解決に向けては，事後の個別的支援だけでなく，予防
に向けた組織的アプローチが重要といわれています。「ポジティブな行動支援」で
は，学習の基盤となる「社会生活の決まりの遵守」や「自他を尊重する心」を学校ぐ
るみで育てる取組を推進して参ります。御意見につきましては，今後の取組の参考
とさせていただきます。

19

食事
子どもの健康状態をはかるために重要な食事について，ほとんど記載がないのが
気になります。健康な心身を作るのは食事と運動です。学校では体育教育機会が
与えられていますが，食事の教育についてはどうでしょうか。肥満や生活習慣病の
原因とされることの多い食事についても，適切な指導が必要だと思います。間違っ
た情報や古い情報に頼ってしまい，むしろ健康を害してしまうことも耳にします。郷
土愛や慣習にとらわれず，人体に適した栄養摂取の教育を施してほしいです。そ
の上で，わが県の農産物が役立つことが分かれば自然と愛着を持つようになるで
しょう。

　本振興計画では，第４章，重点項目Ⅱ，推進項目①，施策の方向性「『知徳体』
が一体となった成長を支援」における「学校における食育の推進」の項目に，各市
町村に配置している栄養教諭等が，各学校の食育リーダーと連携･協力して，すべ
ての小・中学校において食に関する指導を積極的に実施することを明記していま
す。これまでも，栄養教諭等が中心となって，児童生徒の食に関する正しい知識と
望ましい食習慣の形成に向けて，すべての小・中学校で担任等と連携して食に関
する授業を実施してきましたが，今後も児童生徒の生活の場である家庭，さらには
地域の生産者や関係機関･団体等とも連携しつつ，朝食摂取や生活習慣病予防な
ど，発達段階に応じた望ましい食習慣の形成に向けた取組を進めていきます｡
　また，学校給食を通して，県産の新鮮で栄養豊富な農産物や，その生産に携わ
る人々への感謝の心など，健康な身体と豊かな人間性を育むことができるよう，学
校給食での地場産物の活用をさらに促進して参ります。

20

飲酒・喫煙・薬物
「飲酒・喫煙・薬物乱用に対する正しい知識理解を深め，望ましい行動選択ができ
る子どもの育成」（中間取りまとめｐ４７）
子ども自身に非があるかのような考えのもとで教育を行っても，その効果はないと
いえます。もちろん個人に対する教育も大事ですが，それだけでは不十分です。な
ぜなら人は一人では生きていけないからです。協力する関係が必要なのです。教
育者の間ではすでに定着した事実だと思っていたのですが，そうではないようです
ので，有名な講演を紹介します。
https://www.ted.com/talks/johann_hari_everything_you_think_you_know_about_addi
ction_is_wrong/transcript?language=ja

　子どもたちが，どのような環境や場面においても望ましい行動が選択できるよう，
学校の教育活動全体を通じて，飲酒・喫煙・薬物乱用に対する正しい知識の習得
に向けた取組を推進しています。また，飲酒・喫煙・薬物乱用を始めるきっかけの１
つとして，過度のストレスや自分を大切に思えないなどの心理状態も関係している
とされることから，友人や周囲の人と良い人間関係を作り，維持していくことも大切
と考えています。御意見につきましては，今後の参考とさせていただきます。
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ICT教育の推進
AIの普及や，企業におけるビッグデータの活用，ＩoＴ環境の構築など，情報通信分
野において日々目覚ましい発展が為されている中，プログラミング教育など，ICT教
育の更なる推進を図り，知識や技術に早くから触れさせることで，次世代を担う子
どもたちが急速な技術進歩に対応できるようにする必要があると考えます。

　本振興計画では，第４章，重点項目Ⅱ，推進項目①，施策の方向性「『知徳体』
が一体となった成長を支援」における「確かな学力の育成」の項目で，情報活用能
力の育成及びプログラミング教育の推進を明記しています。貴重な御意見として，
次世代を担う子どもたちが急速な技術進歩に対応できるよう，今後の取組の参考
とさせていただきます｡

22

道徳教育の推進
昨今のいじめ問題に関して，いじめ被害者の子どもたちにとって，快適な環境で教
育を受けることができないばかりでなく，子ども時代のストレスによる成長の阻害や
後遺症によって，大人になってから対人恐怖症を誘発するなど，彼らの将来に大き
く影響し，軽視できない重大な問題であると捉えています。いじめ防止に向けて，
常日頃から子どもたちの言動に注意を払い，自制心を働かせるためにも，道徳教
育の推進を図る必要があると考えます。

  道徳教育は，これまでもいじめの防止に関して大きな役割を担ってきました。さら
には，この度の小・中学校における「特別の教科 道徳」の実施に伴い，「あなたな
らどうするか」を真正面から問う，「考え，議論する道徳」への転換を図り，いじめに
関する問題を自分自身のこととして，多面的・多角的に考えられるよう，指導の改
善を進めて参ります。引き続き，学校の教育活動全体を通じて道徳教育を推進し，
規範意識を高め，自尊感情を育むとともに他者を尊重する態度を育て，生命の尊
さを理解する豊かな心の育成を目指して参ります。

23

科学技術教育の向上
徳島県教育委員会が中心となつて，県内の中学生の生徒ならびに県内の公立高
校の生徒を国際科学オリンピックに参加させてはどうでしょうか。
　（参)2018年　国際情報科学オリンピック　茨城県つくば市
　　    2020年　国際生物学オリンピック　　 長崎県佐世保市
　　    2021年　国際物理学オリンピック　　 大阪府内

　県教育委員会では，国際科学オリンピックに関する講習会を実施し，理数系の学
びに興味を持つ高校生が切磋琢磨する機会を提供しています。また，小・中学生
の科学的思考力等を育み，科学技術分野で社会を牽引する人材を育成するため，
県内高等教育機関と連携を図り，専門研究における探究活動を取り入れた教育機
会の提供も図っています。これらの取組を通して，科学技術教育の向上を図るとと
もに，国際科学オリンピックにチャレンジする生徒を支援しています。
　御意見は，第４章，重点項目Ⅲ，推進項目②，施策の方向性「科学の魅力を実感
し，世界に挑戦」において引き続き行う様々な取組の中で，今後の参考とさせてい
ただきます。

24
徳島県教育委員会が，県内の公立高校の普通科の学区を，徳島東部圏域学区，
徳島南部圏域学区，徳島西部圏域学区に改めてはどうでしょうか。

　通学区域については，「学校選択の自由を最大限に保障すべきである」との意見
がある一方，「徳島市への一極集中を緩和し，地元高校の育成を図るべきである」
との意見や，「遠距離通学をできる限り少なくする」といった観点など，様々な意見・
要望を取り入れ，現在の３通学区域としています。
　また，３通学区域を設定する一方で，通学区域外からでも一定の割合で進学が
できる流入率の設定や，県内全域を通学区域とする理数科等普通科系専門学科
の設置，通学区域の制限を適用しないトップスポーツ校の指定など，全県的に募
集する学校・学科も多くあり，学校選択にも幅を持たせた選抜制度となっていると
考えています。
　県教育委員会といたしましては，今後，更に生徒数が減少していく中で，まずは，
普通科高校の特色化・魅力化の取組を進めながら，通学区域の在り方について
も，県民の皆様の御意見を伺いながら，慎重に検討して参りたいと考えています。
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徳島県教育委員会が，県内の公立高校の普通科における英数コ－スの充実を
図ってほしいと考えます。大学の経済学部の経済学や統計学の講義においては，
数学を勉強していることが前提となっています。

　県内各高等学校では既に，生徒の実態に合わせ，英数コースなどを設け，特色
ある教育活動を実施しております。引き続き，そうした教育活動を充実させられる
よう，支援に努めて参ります。

26

「徳島県教育振興計画（第３期）」を拝読して，グローバルで時代の進展に即応した
素晴しい構想に感激，感銘を受けました。その中で，1点にしぼり提言します。現
在，城南，脇町，徳島科学技術の各校に設置されているＳＳＨ(スーパーサイエンス
ハイスクール)の一層の充実・発展を図るため，指導教員の充実を図るべきだと思
います。特定の教員にだけ頼っていては，人事の停滞等が危惧されます。力量あ
る理科教員の充実を図るため，かつて，本県にも設置されていた理科教育の研修
センターを是非設置してほしいのです。現状のままでは，ＳＳＨとの整合性がとれな
いと思われます。終わりに，本振興計画全般が所期の目的を達成するために，教
員定数の改訂等，国に対する政策提言はもとより，知事をはじめ財政当局担当者
の本県教育に対する高邁な識見の発揮を切に請い願う次第であります。

　平成１６年３月に徳島県教育研修センターは廃止されましたが，同年４月，その
機能をより充実・発展させた新たな教育拠点として，板野町に徳島県立総合教育
センターが設立され，かつて研修センターで行っていた教員研修に関する業務は，
総合教育センターで途切れることなく行われています。とりわけ理科教員に対する
研修に係る施設・設備は，総合教育センター設立当時に刷新され，教育研修セン
ター時代から引き継いだものを含め，さらに充実したものとなっており，研修のみな
らず，本県理科教育の発展・振興のために活用されているところです。
　また，SSH(スーパーサイエンスハイスクール)につきましては，各指定校において
理数系の教員が複数で関わり合いきめ細かな指導を行うとともに，県内の各大学
や総合教育センター等と連携し，地域の特色を生かした課題研究，創造性・独創
性を高める指導方法，教材開発等の取組を進めているところです。御意見につき
ましては，今後の取組の参考とさせていただきます。
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　「徳島県キャリア教育推進指針」(平成２６年３月策定)では，「キャリア教育で身に
付けたい能力・態度」を例示するとともに，地域や企業との連携の推進についても
明示し，各学校において，インターンシップなど発達段階に応じたキャリア教育を推
進しているところです。貴重な御意見として，今後の取組の参考とさせていただき
ます｡

地域の取組を支援する実践型インターンシップの拡充について，下記の2項目，い
ずれかにおいて，1点の追加項目の提案をいたします。
（対象項目）
・重点項目Ⅰ 推進項目① 次代を生きぬくキャリア教育の推進 （p. 40）
・重点項目Ⅲ 推進項目① 「とくしま回帰」の促進（p. 64）

（追加案）
○ 地域や企業と連携した実践型のインターンシップを拡充し，児童生徒が積極的
に地域の発展に関わり，社会で求められる能力・資質について学ぶ機会の拡充に
取り組みます。
 
（理由）
これまで県内高校および国内外大学生によるインターンシップ，ゼミ受入れを行っ
てきたが，物見遊山のような見学だけでは学生への教育効果は低い。そのため，
インターンシップは常に実践的であり，学生が主体的に取り組むことができる仕組
みを設計する必要がある。またテーマ設定について，基本的に地域課題ベースで
は成果はあまり期待できない。地域の課題は社会課題によるものが多く，要因は
複雑であり，かつ学生が関わるような短期間では効果的なプラン策定は望めな
い。 一方で成果が出たのは課題ではなく，地域が取り組んでいる活動を支援する
ことをベースとしたもの。活動支援であればその活動を細分化してプロジェクトとし
て設計することが可能となる。

（プロジェクト例）
マルシェのマーケティングリサーチ（マルシェ発展のための情報取得のみに特化。
得た情報はマルシェ運営団体に提供し運営改善），体験型ツアープログラム案作
成（地域住民へのヒアリングとツアー案の作成が達成目標。その後の内容ブラッ
シュアップおよび販売は連携先が受け持つ），求人情報データの作成（受入れ先の
新事業に関わる人物像の明確化と情報サイトへの記載文作成）
　この場合 「学生ならでは」という視点は必要ない。いかに成果物の質を高めるか
をもとにプロジェクト設計を行う。ツアーにせよ，リサーチにせよ，成果物のプログラ
ムや数字には「学生が行った」という事実に価値はなく，「学生ならでは」である特
色が有利に働くかどうかも市場や受益者が判断することであって，提供側が検討
する必要はない。
　成果物に焦点を当てるメリットとしては，すでに動いている活動，すなわちそこに
関わるプロの目線がある状態でプロジェクトに関わることで，「何が社会に価値をも
たらすのか」，「社会で求められる基準はどういうものか」という部分に触れることが
できる。結果として，社会で求められる力や思考力を養うことが期待される。また，
活動団体に成果物が引き継がれるため，「自分の取組が誰かの役に立っている」
という自己肯定感の醸成につながる。

上記の案はプロジェクト設計がカギであり，その設計によって学生や受入れ側の負
担を調整することができる。内容によっては，小学生から社会人まで参加可能なプ
ロジェクトも実現可能と考える。必要なのはコーディネーター人材のみ。こうした人
材育成と並行しながら教育現場と地域の連携を進める必要がある。
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グローカル人材育成について
留学支援を行ってきた者として，現在の支援では不足していると感じている観点に
ついてコメントします。
（対象項目）
重点項目Ⅲ 推進項目② 徳島発，世界を体感できる環境づくり（p. 66）

（コメント）
高校・大学生の留学支援を述べ100名以上行ってきたが，グローカル人材育成に
は以下の3つのポイントがあると考える。
・海外というフィールドがイメージできる（海外での実践活動経験がある）
・キャリアの軸がはっきりしている（目的達成欲求が強い）
・ローカルの課題と自己の能力を客観視できる（視座が高い）

それぞれ独立した能力であり，別個に育成の機会を設ける必要があるため，以下
のような取組を推進することが効果的であると考える。

・海外というフィールドがイメージできる（海外での実践活動経験がある）
→留学支援の拡充が必要。そのために，「海外に興味を持つこと」，「海外では何
ができるのか」を明確に提示する機会を提供する必要がある。例としては経験者に
よる講演，留学までのステップ明確化ワークショップ，気軽に相談できる留学支援
プラットフォームの構築（徳島大学を起点に構築されつつある）など。現状では情報
があまり周知されていない。

・キャリアの軸がはっきりしている（目的達成欲求が強い）
→キャリア形成と自己理解を進める時間が必要。講演よりはワークショップ形式が
適切。大多数の学生は「留学してみたいけど目標はない」という，「留学自体が目
標」となっている。そのため，そもそもなぜ留学という選択肢があがったのかを自己
理解を深めて探索していく必要がある。その上で，どのような実現方法があるかを
提示するキャリア形成の支援を行うことが効果的である。これらに関しては，キャリ
ア軸がはっきりした若手社会人や大学生との座談会形式の対話が有効である。

・ローカルの課題と自己の能力を客観視できる（視座が高い）
→プロジェクト実施経験を積むことが必要。実践型のインターンシップへの参加や
起業体験などが該当する。特に大学生や他の高校との協働で進めるプロジェクト
の場合，より教育効果が高い。こうした経験を得られる機会の拡充のため，受入れ
先の開拓とコーディネーター育成が必要と考える。

「海外というフィールドがイメージできる」に対する回答
　県教育委員会では，留学促進事業として，「とくしま留学フェア」，「グローバル語
り部の講演会」，外部検定試験受検による海外留学奨励事業「いつかは留学　The
One Day Course」などを実施しています。これらの事業では，高校生・大学生の留
学経験者による報告会や個別留学相談，留学手続に向けた情報提供，グローバ
ル社会における英語の必要性について理解を促す講演などを行っています。ま
た，総合教育センターには「海外留学支援ヘルプデスク」を常設し，個別の相談に
応じています。内容の充実を図るとともに，さらに周知に努めて参ります。
　
「キャリアの軸がはっきりしている」に対する回答
　本県では「徳島サマースクール」において，著名な講師による対話型講演会や，
様々な経歴を持つ大学生・社会人との自由な交流会などを開催するとともに，視野
を広げ自己の将来について多様な考えを育成するワークショップを開催していま
す。今後もあらゆる機会を捉えて，キャリア形成と自己理解の支援を行って参りま
す。

「ローカルの課題と自己の能力を客観視できる」に対する回答
　プロジェクトの実施経験を積むための受入れ先の開拓とコーディネーター育成に
ついては，キャリア教育の視点からも重要であると考えております。貴重な御意見
として，今後の取組の参考とさせていただきます｡
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現在，県費助教諭として主に特別支援教育に携わっています。町としての理解もあ
り，人手をかけて児童と向き合うことができています。児童や家庭が抱える問題を
十二分に理解し，その障壁をできるだけ低学年のうちに取り払うことで，児童はすく
すく伸びていく可能性を秘めていると感じています。そういう意味でも，これからま
すます人的な支援を第一に考えていただくことで，将来を担う徳島の子どもたちが
どんどん育つものと考えます。

  本県ではこれまで，特別支援学級や通常学級に在籍する障がいのある児童生徒
への指導の充実のため，加配措置を行うとともに，障がいのある児童生徒がその
特性に応じ，できる限り早い段階から，専門的な指導を受けることができるよう，各
地域・学校における相談体制の充実や指導方法の改善，教員の専門性向上のた
めの研修の充実を図ってきたところです。
　今回いただいた御意見を参考にさせていただき，障がいのある児童生徒が，生
活や学習上の困難を克服し，個性輝く自立を図ることができるよう，今後とも特別
支援教育の充実に努めて参ります。
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徳島県は，県民性かもしれませんが離婚率が高いように思われます。そこで，両親
が揃っていない状態でも子どもを育てやすいように支援をしていただきたいと思い
ます。特に，学校に行っている時は安心しているが，放課後などに子育てや教育を
しようと考えても，暗くなってから自宅でできるような教育には限界があります。

　県教育委員会では，本振興計画，第４章，重点項目Ⅱ，推進項目②，施策の方
向性「すべての子どもに均等な教育機会の提供」に明記したように，次代を担うす
べての子どもが，将来に夢と希望を持って成長していける社会の実現のため，教
育に係る経済的な負担軽減策を図って参ります。なお，小・中学校における就学援
助については，各市町村教育委員会において実施されるものです。
　また，本振興計画では，「地域総ぐるみの子育ての実現」(第４章，重点項目Ⅱ，
推進項目②における施策の方向性）を目指した，放課後の子どもの安全・安心な
居場所を確保し，多様な学びや体験活動を推進するための取組等も進めることと
しております。貴重な御意見として，今後の取組の参考とさせていただきます｡


