
平成28年度　第１回会津若松市総合教育会議　議事録

１　日　　時　　　　平成28年５月24日（火）

　　　　　　　　　　開会　午前９時45分　　　閉会　午前11時14分
　

２　場　　所　　　　教育委員会室（市役所栄町第二庁舎２階）
　

３　出 席 者　　　　市　長　　　　　　　室　井　照　平

　　　　　　　　　　教育長　　　　　　　本　田　　　樹

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　一ノ瀨　美　枝

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　大　波　敏　昭

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　白　井　美津子

４　欠 席 者 　　　 委　員　　　　　　　松　本　健　男

５　事務局出席者　　教育部長　　　　　　　　　　佐　藤　光　一

　　　　　　　　　　企画副参事兼教育総務課長　　森　川　慎　一

　　　　　　　　　　生涯学習総合センター所長　　堀　金　　　靖

　　　　　　　　　　学校教育課長　　　　　　　　小　椋　　　裕

　　　　　　　　　　教育総務課主幹　　　　　　　佐　藤　鉄　也

　　　　　　　　　　教育総務課副主幹　　　　　　齋　藤　純　子

　　　　　　　　　　　

６　協 議 題　　（１）あいづっこ学力向上推進事業について

　　　　　　　　（２）確かな学力の育成について

　　　　　　　　（３）その他

　　　　　　　　　

７　議事の大要

　○開　会（教育部長）

　○会津若松市長あいさつ

　○議事録署名人　一ノ瀨美枝委員、白井美津子委員を指名

　○協議内容

　　　<議長：室井市長>　本日は、今年度の新規事業「あいづっこ学力向上推進事業」に

　　　　ついて説明を受けたあと、本市の子どもたちがどのようにしたら「確かな学力」

　　　　を身につけることができるのかについて意見交換を行いたい。

　　　　　はじめに、「あいづっこ学力向上推進事業」についての説明をお願いします。

　

　　　<事務局>　【資料】「あいづっこ学力向上推進事業」について説明

　　　<議長：室井市長>　事務局から「あいづっこ学力向上推進事業」について説明が

　　　　あったが、委員の皆さんから本事業についての質問や意見はありませんか。

　　　　　私は、教育委員会と学校現場とのやりとりが大事でないかと考える。現場では

　　　　いろいろ課題もあり、日々忙しく大変だが、やるべきことの一つに学力向上があ

　　　　るので、先生方もしっかり手順をとっていただき、定着確認シートなどで振り返
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　　　　りの学習ができるように努めていただきたい。他に何かありませんか。

　　　　

　　　<白井委員>　各種会議で、校長先生や現場の先生方、保護者の代表者と話す機会が

　　　　あるが、皆さんの思いは一つで、子どもたちの学力が上がることを望まない人は

　　　　どこにもいない。歯車はちゃんと回っているが、努力に見合った結果が出ていな

　　　　い。大きな目標を決めて皆でその方向に向かっていく体制ができれば、結果は出

　　　　てくる。保護者の方がどれだけ家庭学習において、手を貸してくれるかで差が出

　　　　てくると思う。それをフォローする意味でも、宿題の出し方や支援の仕方など具

　　　　体的なものを見せていかないと結果が見えてこないことから、現場と行政の連携

　　　　が必要だと思う。

　　　<議長：室井市長>　貴重なご意見ありがとうございました。皆で良い方向に持って

　　　　いけるようにしていきたい。今朝のテレビで見たが、他の自治体では先行してい

　　　　る人たちをどんどん伸ばして頑張っているところもある。本市でも頑張れる人に

　　　　はもっともっと応援するし、頑張れない人には学校で基礎学力を身につけてもら

　　　　うことで上も上がるし、下も上がる。走っている速さが違うという感覚で考えて、

　　　　皆頑張っていると思う。いつも同じことをやっていたら、くたびれてしまう。子

　　　　どもたちは遊びたいし、勉強もしなくてはいけない。やる時はやる。やったら少

　　　　しは結果が出せるという自信が大事だ。

　　　<一ノ瀨委員>　チャレンジ事業にある「算数・数学ジュニアオリンピック」への参

　　　　加状況はどうか。

　　　<事務局>　県の主催事業だが、会津会場の参加者は小学生で50人程度とそれほど多

　　　　くなく、参加促進が課題と考えている。

　　　<一ノ瀨委員>　これはある程度の学力に達しているなどの参加資格は必要なのか。

　　　<事務局>　資格は必要ではない。

　　　<一ノ瀨委員>　英検、数検以外で、このように子どもたちが参加する企画や催し物

　　　　はあるのか。

　　　<事務局>　野口英世賞のような理科分野におけるコンクール的なものはあるが、お

　　　　互いに競い合って問題を解決するオリンピック的なものは算数・数学オリンピッ

　　　　クが特化しており、国語などの分野ではない。

　　　<一ノ瀨委員>　勉強においても、スポーツの大会のように、やる気を増すような何

　　　　か目的があった方がいい。高校受験や大学受験などはあるが、普段の学習におい

　　　　て明確で分かりやすい目標が見えにくく、なかなか学習意欲を維持できないこと

　　　　から、こういうイベントがあった方がいいのではないか。

　　　<議長：室井市長>　算数・数学ジュニアオリンピックへの参加費用は予算化してい

　　　　るのか。

　　　<事務局>　無料で参加できる。
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　　　<議長：室井市長>　子どもだけでなく、保護者への周知を強めれば、参加者も増え

　　　　るのではないか。

　　　<白井委員>　各種検定の実施について、学校から通知をもらうが、それだけでは子

　　　　どもや保護者も受けてみようとは思わない。先生方の負担が大変だが、検定に向

　　　　けた対策の時間をとることが必要ではないか。英検・漢検に関しては、対策の時

　　　　間を設けることで結果がちょっとは出てくる。検定料の補助を行うのであれば、

　　　　そこまでのフォローも必要で、受けたがだめでしたではなく、受けるための対策

　　　　を講じて成功体験を植え付けさせないと、かえって逆効果にならないとも限らな

　　　　い。そういったこともするべきではないか。

　　　<議長：室井市長>　どのような周知を考えているのか。

　　　<事務局>　英検、数検受験者に対し、補助金を出すことについては、まずは学校へ

　　　　の周知を図ることを考えている。いかに子どもたちの意欲やチャレンジする機運

　　　　を高めるかにかかっており、学校としての姿勢が重要になる。最終的には今年度

　　　　どれだけの子どもがチャレンジしたかを１つの指標として、受験者を増やし、中

　　　　学校の英検能力３級を目標値として定めていくことを考えている。

　　　<議長：室井市長>　先ほど、専門家による研修会の実施で説明があった会津学習塾

　　　　連盟などに情報提供することで、子どもたちへの働きかけを促すことができ、参

　　　　加誘導への効果があると思われる。

　　　<大波委員>　学力向上について、ただ組織を作るだけでなく、みんなが本気になっ

　　　　てやっていかないと成果が出てこないと思う。三位一体となり、一生懸命本気を

　　　　出していかないと、子どもたちに伝わらない。また、英検、数検を受けた子ども

　　　　を褒めるなど、チャレンジする前向きな意欲を褒めてあげたり、受験者を周知し

　　　　て皆に頑張っていることを伝えたりと、子どもの気持ちを盛り上げるようなこと

　　　　もあっていいのではないか。

　　　<議長：室井市長>　その辺の周知をしっかりやっていってもらいたい。

　　　<本田教育長>　私が学校現場にいた頃、学校から子どもたちや保護者へプリントを

　　　　渡す際、担任や教科の先生が「やってみたら」と一声かけることが、子どもに大

　　　　きく影響すると強く感じた。その一言で、子どものやる気も出てくる。単に問題

　　　　集を与えるだけでなく、それをどう使うかなど、ちょっとした声かけが大きく影

　　　　響してくるので、教員にもそのことを伝えていきたい。

　　　<議長：室井市長>　夏休み前に絵画や書など様々な依頼があり、先生方も大変だと

　　　　思うが、絵や書が得意な子に声をかけて、それぞれの取組をさらに強化すること

　　　　が大事。「あなたは絵が上手だから頑張ってみたら」と一言かけてあげる、褒め

　　　　てあげることがあっていいと思う。全体を考えた時に、学校だけでなく、家庭や

　　　　行政など、人の力を借りることや人の声を聞くことも大事。我々が学力向上をや

　　　　る場合、限界はあるが、頑張ればできたというように、ここ３年のうちにかなり

　　　　の結果が出せたらいいと思うので、いろんな人の力を借りて、広域範囲でやって

　　　　いってもらいたい。この「あいづっこ学力向上推進事業」について、皆さんから
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　　　　出していただいた意見を参考に、今年度事業を実施させていただきます。

　　　　　次に、「確かな学力の育成」について協議をお願いします。挨拶でも申し上げ

　　　　たが、子どもたちの確かな学力と豊かな心を育成することが、本市教育の最大

　　　　テーマの一つであることに間違いはなく、学力が向上し、子どもたちの資質や能

　　　　力が高まることで、それぞれが持つ憧れや将来の夢に近づき、結果的に人材育成

　　　　に繋がることから、この会議において、本市の子どもたちの確かな学力の育成に

　　　　ついて、活発な意見交換を行いたい。「子どもたちの学習意欲の促進」「教師の

　　　　授業力の向上」｢家庭の役割」「子どもの読書活動の推進」とテーマを４つ設け

　　　　て、どのようにしたら確かな学力を育むことができるのか、協議していきたい。

　　　　　はじめに、「子どもたちの学習意欲の促進」について、何かございませんか。

　

　　　<白井委員>　昔、成績を貼り出すことがあったが、いろいろな意見があって、私が

　　　　中学校の途中くらいで貼り出さなくなった。かなり昔の話だが、ある意味でモチ

　　　　ベーションになる部分もあった気がする。今、別な形で自分のやったことがどの

　　　　ように評価されているのか、目に見える形で評価が出てくることが、子どもたち

　　　　の学習意欲に繋がっていくのではないか。それが最終的に、褒めることに繋がっ

　　　　ていく。どういう形でその子たちを評価するのかが、現場に求められている。学

　　　　校でなかなか評価されない子どもは、家庭で親がしっかり見ていくことが理想で

　　　　あるが、難しさはあると思う。

　　　<大波委員>　今、成績表を貼り出しているところはあるのか。

　　　<本田教育長>　個人の成績は出すが、全体の成績を貼り出すことはない。

　　　<白井委員>　英検の合格者を発表することはあってもいいのではないか。

　　　<大波委員>　振り返り・繰り返しの学習が一番大切なので、先生方に負担をかける

　　　　が、基本問題を１問出して、毎日、朝自習や昼休みなどで解かせることもいいの

　　　　ではないか。

　　　<議長：室井市長>　先生方は本当に忙しく、先ほど説明があった先行型モデル事業

　　　　において、中学生3,500人分の定着確認シートの印刷代を予算化し、各学校に配

　　　　布する予定である。

　　　<事務局>　定着確認シートの予算は100万円くらいである。これ以外にも、振り返

　　　　りのための豆テストは非常に大事で、中学校によってはオープンスペースに各教

　　　　科出題のワンペーパーが置いてあり、自由に持ち帰って振り返りができる体制を

　　　　作っている学校もある。小学校でも振り返りができる問題を置き、子どもが主体

　　　　的にできるような学校もある。定着確認シートは、振り返り・繰り返しのために

　　　　とても重要なので、中学校の算数と英語については印刷し配布する予定である。

　　　<一ノ瀨委員>　その答えの確認作業は誰がやるのか。

　　　<事務局>　子ども自らがやる。

　　　<一ノ瀨委員>　答えはどこかに書いてあり、あっているかどうかは自分でやるか
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　　　　ら、先生方の手間はかからないということなのか。

　　　<事務局>　はい。答えは問題の最後や裏面に書いている場合もある。

　　　<本田教育長>　間違った時、なぜ間違ったのかわからないままにすることが一番危

　　　　険で、振り返りの時間を１週間後に設定し、先生に教えてもらうなどのフォロー

　　　　が必要。校長面談等で直接校長と話す機会があり、振り返りの時間を持つことが

　　　　できるようになったとの話があった。間違いを訂正してもう一回確認させること

　　　　が、徐々に定着するのではないかと思っている。

　　　<一ノ瀨委員>　間違えたままでは意味がない。答えが分かっていても、そこにどう

　　　　導いていったらいいのかわからないままでは、学力は上がっていかない。授業の

　　　　最初の５分を、前の授業の振り返りの時間にとれないものなのか。

　　　<本田教育長>　授業の最初に前回の授業を振り返り、今日のめあてを確認して、授

　　　　業をやり、最後にまとめる。それがしっかりできてくると、授業中に振り返りの

　　　　時間が持てるようになってくる。

　　　<一ノ瀨委員>　授業以外の時間に生徒の自主性に任せていると、ますます差が出て

　　　　くる。先生のフォローがないと不安であり、授業以外の時間では先生方の負担も

　　　　増すことから、授業の中に組み込んでみたらいいのではないか。

　　　<本田教育長>　45分や50分の授業のなかで、始めにしっかりとめあてを持たせ、最

　　　　後にまとめをしっかりさせる事が仕事だと思う。

　　　<事務局>　教科によるが、国語の授業開始の１分間で漢字10問の豆テストをやるな

　　　　ど、前回の確認をしている。授業内でも最初の１分間で前回の振り返り問題を、

　　　　また最後の１分間で今日やった内容を自分で振り返るように位置づけている学校

　　　　もある。授業でやったことを家庭学習で復習や予習に繋げられればいいが、子ど

　　　　もたちは他にやりたいこともたくさんあり、家庭学習の時間が確保できていな

　　　　かったり、家庭学習が授業とリンクしたものが出されていないこともある。今、

　　　　市内５校で帰りの学活に振り返りをやって、家庭学習にするところもある。

　　　<議長：室井市長>　「教師の授業力の向上」にも関連してきているので、全体で協

　　　　議してもらいたい。昔、先生が授業に関係ない話をすることがあったが。

　　　<大波委員>　昔、理科の先生の話が面白くて、理科が好きになった。その先生は実

　　　　験をよくやってくれて、化学実験など本当におもしろかった。それに興味を持っ

　　　　て一生懸命やった。そういう先生の力量というか、一生懸命な先生だと、子ども

　　　　たちも一生懸命やるようになる。

　　　<議長：室井市長>　子どもたちが45分や50分の授業に集中することは難しく、先生

　　　　方の授業力、教師力が試されるところである。脱線したらだめということではな

　　　　く、生徒を引き付けるためにも、話題は豊富で楽しく、そして無意識に覚えてし

　　　　まうような、そういうことが授業力に繋がるのではないか。

5



　　　<本田教育長>　授業のなかで、子どもが身につけるべきものはそれほど多くない。

　　　　それを身につけさせるために、話の導入部分で面白いことをやったり、実験をす

　　　　るなどの工夫が大事。そういうことが記憶に残っていく。

　　　<一ノ瀨委員>　授業中、先生の話が面白くて、なんだか終わってしまったことも

　　　　あったが、教科書を全部やらなくてはいけないという決まりはあるのか。

　　　<本田教育長>　インフルエンザ等の学級閉鎖で１週間以上遅れてしまった場合、後

　　　　から補てんをしなくてはいけないように、一応は全てやることが基本である。し

　　　　かし、授業の始めから終わりまでぎっちりではなく、もう少しゆとりがある。ま

　　　　じめな話をしたり、時には子どもの興味関心を刺激するような話をしたり、反復

　　　　練習を組み合わせるなどの工夫が必要。ただし基本的に始めと終わりは、しっか

　　　　りめあてとまとめが大事。

　　　<一ノ瀨委員>　カリキュラム上そこまで詰め込まなくても、授業は成り立つのか。

　　　<事務局>　基本的に未履修はあってはならない。中学校は高校入試もあることか

　　　　ら、教えなくてはいけないことは小学校以上に過密である。

　　　<大波委員>　特に社会の歴史は、近代の方が疎かになってしまいがちである。

　　　<議長：室井市長>　先生方は授業が未履修にならないように組み立てたり、教材の

　　　　研究などいろいろあるが、そういう部分で年々忙しいのか。

　　　<事務局>　学校の超過勤務時間の問題もあるが、特に会津の中学校では部活に全員

　　　　加入が基本となっているため、先生方もボランティアとはいえ、何かしらの部活

　　　　の顧問になっている。５時以降まで部活動をやっているため、部活終了後に教材

　　　　研究やその日の授業の整理をやることになる。実際に授業の教材研究にどれだけ

　　　　の時間がとれるかは疑問であり、他に調査物等もあり、正直非常に多忙である。

　　　<白井委員>　先生方が忙しいのは承知しているが、力のある先生とそうでない先生

　　　　がいるのは事実。専門家による研修の実施の話もあったが、実際に研修に参加す

　　　　る先生が年々少なくなっていると伺っている。最新の技術としての授業の作り方

　　　　や指導の方法は、研修を受けないと学べず、それが問題点を共有することにも繋

　　　　がる。５年目研修は必ず行くもので、それ以外の研修に出なければいけないわけ

　　　　ではないが、そこに差が出てくる。忙しい時間を割いて出る先生と出ない先生が

　　　　いる。出る先生はもともと優秀なのかもしれないが、子どもたちへの教育環境が

　　　　違ってくることは悲しいものがある。研修を実施するにあたり、先生方が研修に

　　　　出られるような配慮を校長先生や教育委員会がしていかないといけない。

　　　<議長：室井市長>　ちなみに夏休み等で研修はされているのか。

　　　<事務局>　教員の研修については初任者研修、５年目研修、10年目研修が必須であ

　　　　るほか、今年度から２年目研修が強制的に位置づけられた。夏休み中に中学校教

　　　　育研究会や小学校教育研究会で教科ごとに集まり、研修会を行っている。また、

　　　　校内研修と称する学校訪問や要請訪問で、市教育委員会や教育事務所の指導主事
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　　　　が授業を見せ、その授業についても意見交換するなどの研修の場もある。

　　　<本田教育長>　学校内において、お互いに授業を見合って研修することもある。

　　　<白井委員>　研究授業を見せていただくと、とても素晴らしい授業ばかりだが、あ

　　　　の先生方はどのように選ばれているのか。

　　　<本田教育長>　小中学校で異なるが、必ず同じ人でなく、順番や話し合いで決めて

　　　　いる。私が以前勤務していた謹教小学校では全員がやるようになっていた。

　

　　　<白井委員>　謹教小学校の公開授業は６月で、前年度の秋から準備が始まるらしい

　　　　が、研究授業について先生方はどのくらい前から準備を始めるのか。

　　　<本田教育長>　11月頃から次年度に向けて下調べを始めているが、何学年を持つか

　　　　は４月にならないとわからないので、準備まではできないと思う。力をつけるた

　　　　めに大事なのは授業でやったあと、何を植えつけさせるのか、こういうことが非

　　　　常に効果的だったとか、こういう取組が良かったということがあれば、身につく

　　　　のかもしれない。

　　　<議長：室井市長>　｢家庭の役割」や「子どもの読書活動の推進」を含めて、ご意

　　　　見をいただきたい。私は、ＰＴＡ活動など、日頃からのふれあいを通して、先生

　　　　方と信頼関係を築くことが大切だと考えている。

　　　<大波委員>　一人親家庭が結構増えていることも深刻な問題である。そのバック

　　　　アップもなかなか難しいが、家庭の教育力が向上するような支援について話し合

　　　　うべきである。

　　　<白井委員>　秋田や福井の話を聞くと、家庭環境も三世代家庭が多く、会津となん

　　　　ら変わらず、祖父母が同居している率も高い。一昨年、秋田大学の先生の話を聞

　　　　いたが、結構な量の宿題を出しており、それを家庭も理解し、支援している。宿

　　　　題をしっかりやらせて、親が目を通し、学校へ持っていかせている。先日、一ノ

　　　　瀨さんより宿題をやることの意義に関する話を聞いたが、宿題を全部に行き渡ら

　　　　せることの難しさもあるし、この会津若松市でそういうことがなかなか難しいこ

　　　　とが何なのか、親の意識をまず変えていかないといけない。家庭も参加して子ど

　　　　もをちゃんと育てていくという意識がどうしてこうも差が出てきてしまうのか。

　　　　経済力ということも、一人親家庭に繋がっていく。食べさせるだけ、着させるだ

　　　　けで精一杯、それも難しい家庭において、家庭学習を望むことはとても難しいこ

　　　　とかもしれない。市として、どのようにそこへ手を差し伸べられるのか。学習支

　　　　援などいろいろあるが、実際に支援を受けた家庭で改善された例がどのくらいあ

　　　　るのかを知りたい。

　　　<事務局>　全国学力・学習状況調査において、家庭学習や親の学校への関わりなど

　　　　生活習慣に係るアンケートをやっているが、その結果をみると、本市において保

　　　　護者が授業参観等の学校行事に来る数値が若干少なめである。家庭における教育

　　　　は学力向上に不可欠であり、学校によっては本市の学力向上に向けた動きを受け

　　　　て、学校便りに「シリーズ確かな学力」等を掲載しているところもある。その中
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　　　　の「秋田に学ぶ」の内容で、家庭学習について「秋田の子どもたちは毎日しっか

　　　　りと家庭学習をやってくるから、学校の学力は保障されている。家庭学習に対し

　　　　て保護者は特に負担になっていない。保護者も家庭学習で育ってきた世代だか

　　　　ら、何の問題も苦情も出ません。全く当たり前のことなのです。」と言い切って

　　　　いる。このように学力向上について、保護者の目に見える形で情報発信すること

　　　　で、学校と家庭が一緒になって学力向上に向けて頑張ろうと動き出している小学

　　　　校もある。

　　

　　　<議長：室井市長>　宿題は全部やってこないと怒られると思うが、市内の学校で

　　　　は、そんなにたくさんの宿題は出ていないのか。

　　　<事務局>　小学校では、保護者から「宿題を出し過ぎだ」「前の先生はもっと出し

　　　　てくれた」など、いろいろな反応はある。しかし、小中学校を通して宿題が多す

　　　　ぎてという苦情は少ないと感じている。

　　　<議長：室井市長>　提案だが、過重負荷をかけることは大事で、何でもないことを

　　　　やっていると、何でもなくなる。負荷がかかることで伸びてくる。逆に厳しくな

　　　　る人もいるかもしれないが、遠慮しないで負荷をかけるべき。宿題が多くて大変

　　　　で、全部できなくてもいい。まずはやれる子を伸ばすことが大事だし、できない

　　　　子でも家でやるかもしれない。何らかの形で負荷をかけると、頑張れる子も出て

　　　　くる。先生が現場で負荷をかけることが大事。私が小学校の時は５クラスあり、

　　　　それぞれに授業の進み方が違い、一律には宿題もなかなか難しいが、クラスに応

　　　　じて先生が考えて、生徒に頑張ってやってみようという意味での宿題はあった。

　　　　簡単にできる子はここまで、もっとやれる子はもっと、できない子もそれを繰り

　　　　返すことで少しはできるようになることで、結果的に上がる。小中学校の基礎学

　　　　力は将来やっておいた方が役に立つが、場合によっては知らなくても、大人に

　　　　なって必要な時に学ぶこともできる。いろんな人生があり、頑張っている人も何

　　　　人もいるので、けっしてその当時の順番が最終のゴールに繋がっているわけでは

　　　　ない。少しでも頑張ることは大事。それぞれにベストを尽くす、最善を尽くす、

　　　　そのことに気づけばいい。苦情が来るくらいの負荷をかけていただきたい。

　　　<本田教育長>　私も宿題は量を出してもいいと思う。始めに、宿題をたくさん出す

　　　　が、難しくて解けなかったらやらなくてもいいので、その時は相談してください

　　　　と、子どもや家庭と共通理解を持つことが大事。学年でも同じ方向性で理解があ

　　　　れば、多少量を出しても大丈夫だと思う。

　　　<事務局>　家庭学習＝宿題と教師側が「ねばならない」と強制するのではなく、あ

　　　　くまでも家庭学習は予習・復習であり、子ども自身が自らやる部分を大事にしな

　　　　くてはいけない。

　　　<議長：室井市長>　次に、学校や家庭でも読書はやっていると思うが、応用問題な

　　　　どは基本的な計算式のほかに、読解力や理解力も必要であり、読書は重要と考え

　　　　ているので、少しお話いただきたい。

　　　<白井委員>　学校図書館の利用ということで、学校によって差がみられる。図書館

　　　　が会議室化している学校もあれば、常にそこに先生の目がなく、休み時間に開い
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　　　　ていることで、いじめがおこることも考えられるし、鍵がしまっている所もあ

　　　　る。指導の先生がいるモデル校では、保護者の方が一緒になって図書館をより良

　　　　くしようとボランティアを続けられており、普通に子どもたちが入ってきて宿題

　　　　をしたり、本を読んだりと理想的な図書館もある。昨年、二中を見学し、仕事の

　　　　有無にかかわらず、たくさんの保護者がボランティアとして登録し、自分のでき

　　　　る範囲で実践されていた。そこに司書の先生が配置され、子どもたちが手に取り

　　　　やすいように図書を置き換えるなど、プロの目から子どもたちが本に親しみやす

　　　　い環境整備をしていただいていた。そのような意味からも、予算として人の配置

　　　　を継続的に行っていただけるようにお願いしたい。

　　　<議長：室井市長>　常駐でなくても、学校と信頼関係のある協力者がいていただけ

　　　　るだけでもありがたい。

　　　<白井委員>　保護者の方は、自分たちだけに任されても不安だが、そこにプロの目

　　　　が入ることによって、空まわりしている感がなく、仕事ができると喜んでいた。

　　　<議長：室井市長>　司書の資格を持つ主婦の方は結構多いのか。

　　　<事務局>　会津図書館で働いている方で、午前中は子どもを幼稚園に預けて働いて

　　　　いるスタッフもいることから、様々な形で有資格者はいると思われる。

　　　<議長：室井市長>　現在、学校では図書館担当の先生はいるが、学校図書館に専門

　　　　の先生はいないのか。

　　　<本田教育長>　図書館担当はいるが、それでも回らない状況である。

　　　<白井委員>　学校担当の司書教諭がいても、他に仕事があり、なかなか手がまわら

　　　　ない。専任の方が常駐しなくても、何校かかけ持ちで回ってもらうだけでも違っ

　　　　てくる。

　　　<事務局>　現在、小学校２校、中学校２校に基礎力アップ大作戦で図書館を通した

　　　　学力向上ということで、学校司書的な人材を配置している。１日２～３時間お昼

　　　　を挟んで子どもたちが昼休みに利用できるようになっている。二中にも配置され

　　　　ているが、平成26年７月と27年の利用状況を比較した場合、図書館の利用数が３

　　　　倍増と顕著な実績があった。モデル校小中あわせて４校以外には配置していない

　　　　が、そういう意味でも非常に有効である。会津図書館の研修を受けた図書館ボラ

　　　　ンティアが120名程いるが、将来的にはそういう方に図書館ボランティアとして

　　　　学校司書的な役割が期待できると思う。

　　　<本田教育長>　言語活動の面からも、読書好きであれば言葉を覚え、使いこなせる

　　　　ようになる。また、子どもにはタブレット等を使いこなす能力も必要だと思うの

　　　　で、本だけでなく情報環境を十分に整えていかなくてはいけない。

　　　<議長：室井市長>　読書活動にも力を入れ、来年度以降も取り組んでもらいたい。

　　　　　残り時間も少なくなってきたので、確かな学力の育成について、改めてまとめ

　　　　ていきたい。教育予算は、学校の耐震化や校舎の改築だけではない。新たな予算
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　　　　をつけることや新たなプログラムを作るとなると、限られた先生の時間や子ども

　　　　たちが対応できるかなど、ちょっと悩ましいところがある。現在のあいづっこ人

　　　　材育成プロジェクトでやろうとすると、会津ジュニア大使を２班に分けてやる、

　　　　あるいは対象の学年を広げる等だったらやれる。単に手を広げるというよりは、

　　　　プログラムの趣旨を踏まえて、憧れ・学び・誇りを持ってやっていってもらいた

　　　　い。新たなものをどんどん増やすのは大変だと思う。あいづっこ学力向上推進事

　　　　業でも、これからスタートしていろいろ出てくると思うが、私としては結果が出

　　　　ればいいと思っている。

　　　<白井委員>　文部科学省では2020年に小学校でもプログラミング教育を義務教育の

　　　　中に取り入れていくことを検討しているが、先行して会津若松市でも会津大学と

　　　　連携し、ＩＣＴ教育に取り組んでいくべきである。夏休みを利用して、プログラ

　　　　ミングを作ってみるとか、人にお金をかけるべき。電子黒板を入れるとか、プロ

　　　　ジェクター的電子黒板などは３年も過ぎると古いものになってしまう。そういっ

　　　　たものにお金をかけるよりは、人を育てる、子どもたちを育てる形でのＩＣＴと

　　　　いったことに先んじてお金をかけていただきたい。

　　　<議長：室井市長>　会津大学でのサイエンスサマーキャンプには全国から100人程

　　　　募集して参加がある。そこで短期間でプログラムを２つくらい作成している。

　　　<白井委員>　子どもを参加させたことがあるが、知識がない子もそれなりに、知識

　　　　のある子はとても楽しく過ごせた。そういったことを市でもやって欲しい。

　　　<議長：室井市長>　ご提案いただきました。今の子どもは、家庭や学校にもパソコ

　　　　ンがあることから、一定程度知識がある大学生ならば、子どもたちにコンピュー

　　　　タを教えられると思う。私事だが、昔、学校で土曜日が休みになった頃、土曜の

　　　　午前中、ふれあい活動として二中で簡単なパソコンのソフトを子どもたちに教え

　　　　る機会があった。早すぎるとわからないと言われるなど、私自身も教えることで

　　　　勉強になり、非常によい経験をさせてもらった。

　　　　　最後に一言ずついただいて、まとめにしたい。

　　　<一ノ瀨委員>　宿題をやることに意義が見いだせないため宿題をやってこない子

　　　　が、学校で宿題をやってこないことで怒られる。それは教育を受ける権利を侵害

　　　　されているのではないか、との相談があった。何事もやることに意義を見いだせ

　　　　ない状態で、こちら側が機会を与えたとしてもそれは何も身につかないし、その

　　　　子のためにもならない。学校や家庭において、子どもたちにやることに対してど

　　　　ういうことにメリットがあるのか、共通理解があることで進めていかなくては教

　　　　育というので成り立たないという意識を持って私たちも現場も進めていきたい。

　　　<大波委員>　学力向上については、基本を繰り返しやっていただいて、パソコンで

　　　　はなく実際に自分の手で書かせる、読ませる、それを繰り返すことが一番大事だ

　　　　と思うので、実行させていただきたい。特に先生方は忙しそうで、教育委員会に

　　　　も責任があるが、極力、先生の仕事の量を減らす工夫をし、生徒と向き合う時間

　　　　を作っていただきたい。生徒にとって先生は一番影響を受けやすく、一生懸命

　　　　やってくれる先生だと、子どもも一生懸命になれる。その辺も先生に負担をかけ

　　　　てしまうが、一生懸命な先生を育てていってもらいたい。昔はユニークな先生が
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　　　　多く、様々工夫して教えてくれた先生がいっぱいいた。今はおとなしい先生ばか

　　　　りでサラリーマン化している感じがする。先生方には一生懸命をお願いしたい。

　　　<白井委員>　子どもの学力がなぜ伸びないんだろうと、先生方も保護者も子どもた

　　　　ち本人も思っている。いろんなメディアで福島県の伸び悩みを見ると、がっかり

　　　　して、その先を閉ざしてしまう。自信を持たせるにはどうしたらいいのか。自己

　　　　有用感を持って生きるにはどうさせたらいいのか。これは教育に携わる人間と保

　　　　護者、地域と大人皆の子どもたちへ向けたメッセージだと思う。子どもが伸びて

　　　　いくには、自分は大切な人間である、求められている、褒められている、という

　　　　実績がなによりも大切。それは学習以外でも得られる。部活だったり、習字が上

　　　　手とか、そういうところで褒められることが学習にも繋がっていく。子どもたち

　　　　に様々な機会を提供し、子どもたちの誇りに繋がる機会を増やしていかなければ

　　　　いけないと思う。

　

　　　<議長：室井市長>　先生方にも気付いて欲しい。先生方も百点でなくていい。前向

　　　　きに考えていただきたい。子どもたちが未来を作る、その子どもたちを今、私が

　　　　育てていることを考え、自分自身も伸びているということを感じながらやってい

　　　　ただきたい。自分自身の振り返りの経験として、小学５、６年の頃に１、２学年

　　　　前に解けなかった応用問題をやったら簡単に解けたことがあった。中学校に行っ

　　　　て、小学６年生の応用問題は関数を覚えたら簡単に解けることがわかった。いろ

　　　　んな考え方があり、そういうことを知らないで解けるというのが思考力や読解力

　　　　だが、解き方はいろいろあっていいと思う。そういう意味で、振り返りは単に同

　　　　じ学年でなくてもいい。中学生になってもっと簡単な小学６年生の社会の教科書

　　　　を読んでみると、かなり短時間で読めてしまう。これだってすごい振り返りにな

　　　　る。十分に咀嚼できずに、やらされることは苦痛だと思う。私が微分積分を本当

　　　　にわかったのは、フォトショップを使うようになってからで、難しいことはのち

　　　　に分かればいい。やはり分からないことは分からない。分かることは分かる。先

　　　　生も決してめげることなく、明日を見て成長していただきたい。社会や理科など

　　　　は、興味の範囲で変わってしまうことから、学年を超えての振り返りも考えてみ

　　　　てはどうか。最後は教育長にまとめていただきたい。

　　　<本田教育長>　今まで話された内容をそのまま継続してやっていくことが大事で、

　　　　実際にやって検証していきたい。県の市町村教育委員会連絡協議会の会議に出た

　　　　時の話だが、両親の学歴が高く、経済力のある家の子と経済力のない家の子を比

　　　　較した場合、経済力のある家の子が勉強しないレベルと、経済力のない家の子が

　　　　勉強したレベルが同程度であったという話を聞いて、教育について経済的理由が

　　　　影響していることを感じた。それを補てんするのが教育委員会の役割であり、そ

　　　　こに焦点を当てていかないといけない。

　　　<議長：室井市長>　今日は学力を中心に、確かな学力について一定程度議論をさせ

　　　　ていただいた。これで十分ということではなく、いろいろな視点も必要だと思う

　　　　ことから、引き続き、総合教育会議で議論して現場に伝えていきたい。現場から

　　　　もいろいろな情報をいただきながら、我々としてもいろんなことを考えながら、

　　　　引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

　○閉　会（教育部長）
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