
平成29年度　第２回会津若松市総合教育会議　議事録

１　日　　時　　　　平成30年１月24日（水）

　　　　　　　　　　開会　午前10時30分　　　閉会　午前11時30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　　　　　　　秋　月　淳　子

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　一ノ瀨　美　枝

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　林　　　健　幸

　　　　　　 　　　 委　員　　　　　　　松　本　健　男

４　事務局出席者　　教育部長　　　　　　　　　　菅　井　隆　雄

　　　　　　　　　　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　　　　　　　　山　本　　　靖

　　　　　　　　　　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）学力向上対策について

　　　　　　　　　　　①あいづっこ学力向上推進事業の進捗状況について

　　　　　　　　　　　②ＩＣＴを活用した学習指導について

　　　　　　　　　　　③家庭における学習習慣の向上について　

　　　　　　　　（２）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　秋月淳子委員、松本健男委員を指名

　○協議内容

　　　<議長：室井市長>　それでは、早速協議に入ります。本日の協議題は「学力向上対

　　　　策について」であります。本市では、昨年３月に、子どもたちのさらなる学力向

　　　　上を図るため、「会津若松市第７次総合計画」「会津若松市教育大綱・教育振興

　　　　基本計画」を踏まえ、今後10年間を展望した「あいづっこ学力向上推進計画」を

　　　　策定いたしました。今年度は本計画のスタートにあたり、様々な取り組みを実施

　　　　してまいりましたが、その進捗状況について、事務局より報告をお願いしたいと

　　　　思います。

　

　　　<事務局>　【資料】「学力向上推進計画の進捗状況報告書」について説明

　　　<議長：室井市長>　はい、説明ありがとうございました。この「学力向上推進計画

　　　　の進捗状況」については、委員の皆さん初めてご覧いただいたようですが、一旦
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　　　　ここまでの感想や質問等があればお願いしたいと思います。

　　　<松本委員>　先日、元教育長の講演がありまして、会津日新館教育があったことを

　　　　思うと全国平均よりちょっといいだけではだめだと発破をかけてこられました。

　　　　だいたいその手の話が出ると秋田の教育の話になるわけですが、これが酒の話に

　　　　なると、福島県は全国新酒鑑評会金賞受賞蔵数日本一が５連覇なんですが、福島

　　　　の酒屋がいい子だけ、賢い子だけがいるというわけではない。同じように秋田に

　　　　ついても、やり方というか勉強ができる環境が整っていて、教えてもらったこと

　　　　や情報をお互いに共有できている学校が勝っているということで、そんなに難し

　　　　いことではなく、できそうなことや自分たちでちょっと頑張ればできることを

　　　　きっちりやっていくと、そのような形が整っていくと思う。そういう最初の「聞

　　　　く態度を育てる」など、これは大人になっても大事なことで、子どものうちから

　　　　できるようにしていくと成績が上がっていくと思う。実際、視察に行かれた中で

　　　　そのようなものを掴んで来て、さらに進めてもらえればいい。

　　　<議長：室井市長>　資料１ページ視点１、（１）指導力向上の取組、①先進地視察

　　　　の５で、秋田市の小学校はほとんど課外活動を行っていないと聞くと驚くが、課

　　　　外活動とはどういうものを指すのか。

　　　<事務局>　小学校の場合は合唱、合奏、陸上、水泳など、いわゆる教育課程カリ

　　　　キュラム外でやっているもので、中学校の部活もそうです。会津若松市の場合は

　　　　規模が大きいので放課後などに通年でやっているところが多いですが、郡部の場

　　　　合は大会の時だけメンバーを募って出場することがあります。

　　　<議長：室井市長>　同じく１ページの６の学校支援員のところで、桜小学校は34学

　　　　級に９人の学校生活支援員が配置されているということだが、これは市全体では

　　　　なく１校でなのか。

　　　<事務局>　桜小では支援員の配置が進んでいて、700人規模の大きな学校ですが、

　　　　１校に９人おります。

　　　<議長：室井市長>　待遇はどうなっているのか。

　　　<事務局>　そこまではちょっと確認できておりません。

　　　<議長：室井市長>　半日勤務などもあるのかもしれず、我々が考える勤務体系とも

　　　　異なるかもしれない。他にございませんか。

　　　<一ノ瀨委員>　今年の県の学力調査結果で、今年の小５と中２の学力がいまいちで

　　　　小６、中３に比べると数字が見劣りしているとの話であったが、資料の全国学

　　　　力・学習状況調査の小６、中３の今年出ている数字と現状値はおそらく前の学年

　　　　になると思うが、そこに学力差はあるのか。

　　　<事務局>　目標値が異なるので単純に比較はできないが、学年ごとに非常にいい学

　　　　年と問題行動が多くて学力に結び付きにくい学年が実際にはあります。
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　　　<一ノ瀨委員>　18ページの全国学力・学習状況調査の数字だけ見ると良くなってい

　　　　るようだが、もともと学年としてやる気のある子どもたちだったり、いい学年

　　　　だったりすると必然的に数字が上がると思うので、この数字だけ見てもちょっと

　　　　変わったのかわかりにくいと感じた。

　　　<議長：室井市長>　間違いなく年度別に差はあり、それより上がっていった方がい

　　　　いと思うし、一般社会的には毎年ある学力調査の結果が同じように上がっていく

　　　　ことを望むわけですから、こうしてみると厳しい状況にある。

　　　<本田教育長>　同じ子どもを小学校入学から中学校までずっとどのように変わって

　　　　いくかを調査していければ一番いいが、どうしても前年度との比較になる。子ど

　　　　もたちが異なるし、問題が違うとなると、なかなか比較は難しい。ただ教員が子

　　　　どもたちと接する中で得た経験からくる考え方として、今年は、あるいは今の子

　　　　どもたちはというような言い方もできる。

　　　<議長：室井市長>　他にございませんか。それでは改めてＩＣＴを活用を学習指導

　　　　に入っていきたいと思います。皆さんが現場をご覧になった感想やこの資料等を

　　　　含めてＩＣＴを活用した学習指導についてご意見をお聞きしたいと思います。

　　　<林委員>　うちの子どもは中学３年生なんですが、電子黒板を使った授業を毎回

　　　　やっているわけはなく、例えば今日の英語や数学は使うけど次の時間は手書きで

　　　　行うなど、実際比較しても今そんなに大きな差は感じていないようである。今は

　　　　ＩＣＴ活用の過渡期なので、電子黒板を使った授業を受けている子どもたちの実

　　　　感としては感覚的に少ししかなかった。これを将来的にずっと電子黒板で授業を

　　　　続けるようになるとまた新しい考え方というか、子どもの感覚が出てくると思わ

　　　　れる。あと、秋田の学校でのＩＣＴを活用した授業はどのように行われているの

　　　　かをお聞きしたい。

　　　<議長：室井市長>　先進地での活用についての情報があればお聞きしたい。

　　　<事務局>　文部科学省のＩＣＴ機器推進に関する調査において、秋田県と本県は数

　　　　字的に全国的に高い方ではなく、低い方です。ただ本市については、今年度と来

　　　　年度の対応で一気に抜きん出るような形にはなります。学校現場では子どもたち

　　　　への指導として、一緒に板書して子どもたちがノートをとれるものは板書で、動

　　　　きがあって説明を付加したり、子どもたちの興味関心を高める時は電子黒板を使

　　　　うなど、メディアミックスをすることが非常に大切です。一例として、タブレッ

　　　　トの導入が進んでいる浜通りの子どもたちが高校に進学した際、ノートが取れな

　　　　い、筆記ができない、自分で調べられない等の話がありました。ＩＣＴは全体の

　　　　中で効果的にどのように使うかということで、昔ビデオなどが入ってきたように

　　　　便利な機器として授業の効果を高めるために導入されるもので、これからさらに

　　　　電子黒板を活用するとともに、意識も高いので、今学力が伸び悩んでいる中学生

　　　　にはより大きな効果が期待できるものとしてやっていきたいと考えています。

　　　<林委員>　先日テレビで見たが、今、大学の問題を解く時に全員が同じ間違いをし

　　　　てしまう。なぜかというと、ウィキぺディアで調べているから全員が同じ間違い

　　　　をしてしまうためで、これから入試制度も変わり、自分で調べる能力が必要とな
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　　　　る大学入試も増えてくると思うので、今のお話を伺ってそういうことであれば非

　　　　常にいい形なのではないか。

　　　<議長：室井市長>　もっといろんな教科でもできるような計画などはあるのか。

　　　<事務局>　小学５・６年生については今年だいぶ入ったので、このまますべての学

　　　　級に入れるように、小学３・４年生については各学年に１台は入れるようにした

　　　　い。中学校については今各フロアーに１台入っているが、教科によって、例えば

　　　　体育でも使いたいとの要望等も出ているので、そういったものにも対応していき

　　　　たいと計画しています。

　　　<議長：室井市長>　導入は進めていきたいということで、次年度の予算編成の中で

　　　　若干査定中であります。他にございませんか。

　　　<秋月委員>　うちの子どもは中学一年生なんで、電子黒板の授業が面白くてわかり

　　　　やすくて、まず授業のことよりもびっくりしてしゃべっていました。普段、先生

　　　　は板書をされたりいろいろお忙しいですが、先生が回ってくださる時間が増え、

　　　　普段落ち着きのない子どももまで「おー」と言ったり、毎日ではない分刺激的な

　　　　ようで、「今日は使った」とか言っているので、良かったと思っています。

　

　　　<事務局>　中学生では目線が上がるので、内職する子どもや寝ている子どもが減る

　　　　という効果もあります。

　　　<秋月委員>　うちは中一だから、無邪気に喜んでいます。

　　　<議長：室井市長>　導入してまだ半年もたっていない状態なので、今後台数を増や

　　　　せれば増やしていって、さらに内容については研修していきたいです。林さんが

　　　　おっしゃたように、いろいろ能力が必要だと思いますので、すべて電子黒板がい

　　　　いのかどうかは考えなくてはいけないのかと思います。

　　　<松本委員>　電子黒板の授業を参観しての感想ですが、私は一番後ろで観たが、年

　　　　寄りだからかもしれませんが、字が小さく見づらかった。子どもたちからそんな

　　　　話は出てこなかったのか。ノートをとるにしても、あのままでは自分は難しい。

　　　　子どもたちにはちゃんと見えているのか。

　　　<本田教育長>　もともと学校では、学年に応じた文字の大きさや色使いなど目安が

　　　　あり、それを教員は練習し、意識して書いている。現在ある黒板は結構見えるよ

　　　　うになっている。もちろんそれを考えながら作ってあるので、必要ならば前に集

　　　　まってきてもらうこともあるので、大丈夫だと思う。

　　　<議長：室井市長>　体育の授業で、ハイジャンプなんか動画を見ながら、「あなた

　　　　はここの足が上がっていないから」などと指導がしやすいくなるのではないか。

　　　　タブレットでもいいので撮ってあげて、「うまい選手はここが上がっているから

　　　　跳べるんだよ」とちょっとヒントにもなる。何度も調整しているよりは、指導効

　　　　果があるのではないか。いい選手をみると自然と真似をするようになる。
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　　　<事務局>　おっしゃる通りで、そのような利用方法もあります。

　　　<議長：室井市長>　ほかにございませんか。新聞報道でもあったように、県の学力

　　　　調査結果について、会津の中学生はちょっと厳しい状況にあります。その中でも

　　　　若松市としては頑張っていると思います。それぞれのスタートラインもあり、ど

　　　　れだけ子どもたちの持っているものを引き出してあげられるかが大事だと思いま

　　　　した。ＩＣＴ教材については、情報を伝えるだけでなく、引き出すツールとして

　　　　先生方にも慣れていただければと思います。15ページの特別支援員の配置につい

　　　　て、小学校19校に17人で１校に１人はいない状態で、１校のみ２人配置というこ

　　　　とだが、特殊要因があって２人配置しているのか教えていただきたい。

　　　<事務局>　鶴城小学校は特別支援学級が多いので、２人配置しています。

　　　<議長：室井市長>　予算査定の中ではなかなか厳しく、先ほどの秋田県の事例など

　　　　を参考に、効率的に丸１日でなくても可能かどうかを含めて研究していただき、

　　　　できる限りやりたいと思います。最近、「みんなの学校」という大阪市内のテレ

　　　　ビ局が制作した映画を観ましたが、不登校の子どもが学校に来ても机の下にもぐ

　　　　り込んだり、廊下に座ったまま動かないなどの学校の事例をあって、解決事例が

　　　　あまりも多すぎてすばらしいと思って観たんですが、予算査定の段階で教育長や

　　　　課長からいろいろ細かな話をお聞きして、現場は大変だと思いますが、それが世

　　　　の中だと受け止めて、できる子どもは開き直って集中しやってもらうしかない。

　　　　世の中に出るとそれぞれですから、そういう意味で家庭の方の話に進めていきた

　　　　いと思います。それぞれの家庭において、いい環境を作りやすい環境もあると思

　　　　いますが、家庭における学習習慣の向上ということで、学校で学んだことをより

　　　　確実に定着させるためには、家庭での学習が大事だと思います。習慣づけてもら

　　　　うためにはできれば予習をして興味や理解を深めることも必要なのかもしれない

　　　　し、家庭となると保護者や家族の協力支援が必要だと思います。それでは家庭に

　　　　おける学習習慣の向上について、意見交換をさせていただきたいと思います。環

　　　　境づくり、習慣化、家族の支え、学校と家庭の連携等をキーワードに皆さんから

　　　　ご意見をいただきたいと思います。

　　　<林委員>　学習もそうなんですが、やはり生活習慣がきちんとしている子どもやそ

　　　　の家庭は学習意欲があると思う。朝ご飯を食べてこない子は午前中の学習意欲が

　　　　わかず、そのままずっと家庭に帰って来てもその状況が続いてしまうことがある

　　　　ので、家庭学習にとらわれるのではなく、家庭内での生活習慣をきちんとしてい

　　　　る家庭づくりが大きいのかなと思います。これは完全に学校ではなく、家庭の問

　　　　題で、私が小学校のＰＴＡをやっていた時に、朝ご飯をちゃんと食べさせて登校

　　　　させてくださいという話をよく聞いていた。会津若松市は母子家庭等が多くてな

　　　　かなか厳しい話を聞いたことがありますが、いわきかどこかで子どもたちに朝ご

　　　　飯を食べさせるような施設があったと思います。

　　　<議長：室井市長>　子ども食堂のことだと思いますが、若松にもあります。

　

　　　<林委員>　それを全部でやった方がいいかは別にして、学校でも各家庭に生活習慣

　　　　をつけてから家庭学習ということをこれからも言っていただければと思います。
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　　　<議長：室井市長>　テレビでもやっていましたが、朝学校に行く前にあるお宅に

　　　　行って、ご飯を食べて予習をやるとか、そういう支援をしていただいている方が

　　　　いるというのは事実で、全市一律にやるとなると規模も大きく大変になってしま

　　　　うが、やれることをやれるだけやっている方もいる。それを後押ししましょうと

　　　　いうことで、教育委員会の所管でありませんが、子ども未来基金として、子ども

　　　　と子育ての支援の推進に寄与する活動に対して年間一定額を支援している事業が

　　　　あります。先ほどの「みんなの学校」の上映も、ファミリー・サポート・あいづ

　　　　の自主事業として今年度助成事業に決定し、約150人以上の方々がご覧にこられ

　　　　てました。先生たちはある意味大変ですよね。他に、家庭での学習習慣の向上に

　　　　ついてご意見ございましたらお願いいたします。

　　　<松本委員>　今の続きなんですが、家庭内で朝ご飯を食べさせる環境は、親として

　　　　子どもを育てる中で必要な部分だと思っている。以前、学校でアンケートを行っ

　　　　たら、低学年が朝食を食べてこない理由は作ってもらえないからで、高学年にな

　　　　ると自分で何らかの方法で食べてくるので、そのような理由は減ってくる。そん

　　　　な中で、学習もそうですし、そういった取り組みが毎日身についてくることや子

　　　　どもたちが育っていくことで、どんどん差が開いていくことから、そういった環

　　　　境の中の子どもについては、先生ともコンタクトをとるべきだと感じました。

　　　<議長：室井市長>　学校側から家庭に要請や要望とか文書を出していると思うが、

　　　　どんな発信をしているのか教えていただきたい。

　　　<事務局>　教育委員会では、学力、体力、肥満防止等は家庭での時間の使い方や食

　　　　事が大切ということから、パンフレット等を配布し、学校と連携して進めており

　　　　ます。ここにいくつかの学校のものがありますが、各学校でこのようにスクール

　　　　インフォメーションとして、年度初めに家庭学習の仕方や食事の大切さなど様々

　　　　な連絡事項等を４月のＰＴＡ総会の時に全家庭にお配りし、学校生活を送るため

　　　　に必要な情報を問い合わせいただかなくてもわかるようにしている。関心のない

　　　　方は気がつかない場合もあるかもしれませんが、見ていただければわかるように

　　　　なっております。　

　　　<一ノ瀨委員>　ちょっと文字が多いのではないか。

　　　<議長：室井市長>　ＰＴＡ総会に出席した人には話しているので、出てきた人は

　　　　ちゃんと読んでいると思う。

　　　<松本委員>　ここに書いていることがちゃんとできれば問題はないと思われる。

　　　<本田教育長>　ちゃんとできる方々は苦労しないです。

　　　<一ノ瀨委員>　できる方はちゃんと読んで家庭でもやっているのでいいですが、読

　　　　む時間がない方やそもそも興味がない方、文字が多く読む気にならない方など、

　　　　これで親に訴えかけられるのか。ちょっと難しいのではないか。

　　　<議長：室井市長>　こういうことは言っていかないとできないが、一律の発信では

　　　　届かない方がいる。そういう方に対するパワーは非常にいると思うが、それにつ
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　　　　いて何か皆さんからありませんか。

　　　<一ノ瀨委員>　子どもたちにはこのようなことをどのように伝えているのか。

　　　<事務局>　発達段階が異なるので、子どもたちに言うことはまずはないが、保護者

　　　　の方々に学校生活についてわかっていただけるよう配布しており、全部を読んで

　　　　いただくのは難しいにしても、目次から必要な内容を確認することができるよう

　　　　にマニュアル化したものです。小学校では、学年ごとに「良い子の１日」など発

　　　　達段階に応じて、朝は何々をします、学校では何々をします、と教室の後ろに

　　　　貼ってありますが、そういう日常生活の生活訓練的なものを含め、発達段階に応

　　　　じた指導はどの学校でもやっております。いろいろなアプローチの仕方として、

　　　　第五中では学校保健委員会として家庭で習慣づけるため、今回このような日めく

　　　　りカレンダーを作り、学区内の保護者に配りました。子どもたちのメディア漬け

　　　　が多いことについて学校で伝えるには限界があることから、学校保健委員会とし

　　　　て保護者に入っていただき、日めくりカレンダーを作成し、各家庭で話題にして

　　　　もらうことで、問題意識を持ってもらう良い事例として現物をいただきました。

　　　　他に、第三中でもいろいろやっているようです。また、県の方でも家庭学習のス

　　　　タンダードを作り、その解釈の仕方について学校で保護者に説明し、ご協力をい

　　　　ただくようになっておりますが、一ノ瀨委員がおっしゃったように、何人の方に

　　　　ご理解いいただいて、ご協力をいただけるかが、課題であると思っております。

　　　<本田教育長>　フェイストゥーフェイスで保護者の方と顔を合わせるのが一番で、

　　　　そのような機会として学校では年に２回、入学式の時の入学生の保護者と卒業式

　　　　の時の卒業生の保護者はほぼ来られます。こういう機会を捉えて何らかの方法で

　　　　お伝えできれば良く、保護者の方々が集まる入学式が一番大事です。　

　　　<議長：室井市長>　家庭での習慣化がしっかりできて、家庭で学ぶ時間があれば学

　　　　力が上がると思う。先ほどの映画「みんなの学校」でご飯を２日間食べていない

　　　　子どもがいて、どんどん痩せていく、そんなシーンもありました。「飯を食べて

　　　　いるのか」と先生が聞いたら食べておらず、給食をガツガツ食べている。そんな

　　　　状態もあるので、そういった子どもたちには子ども食堂はいいことだと思いま

　　　　す。では、そろそろまとめに入りたいと思います。今日の話題はあいづっこ学力

　　　　向上推進事業の進捗状況、ＩＣＴを活用した学習指導、家庭における学習習慣の

　　　　向上ということで議題をあげさせていただきましたが、最後にまとめとして感想

　　　　を含めてそれぞれご意見をいただければと思います。

　　　<松本委員>　ＩＣＴをこれだけ充実させていただいたことから、それを先生方にど

　　　　う使いこなしていただくか。先ほどの話でぱっと画面が変わると「おー」と子ど

　　　　もたちから声が出たということは、みんなが一つのものをちゃんと注目している

　　　　証拠なので、その部分を存分に活かせるように先生方が努力して、それを自分で

　　　　使いこなしながら、学力アップにつなげられるようにやっていただきたい。

　　　<林委員>　会津の子どもは英語力がちょっと弱いようなので、これから小学校でも

　　　　英語が始まるとどう中学校に反映されるのかと思うが、中学校でやった英語がわ

　　　　からないと、高校生の英語も弱いと聞いたことがある。小学校・中学校・高校と

　　　　苦手な教科は続いてしまうのかという気がします。そういった苦手教科をいかに
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　　　　克服していくのか、学校と家庭も含めてこれから大事になってくると思いますの

　　　　で、そこは連携をとりながら進めていきたいし、進めていかなければいけない。

　　　<一ノ瀨委員>　やっぱり数字で示されるとその数字があっているかどうか、それを

　　　　どう評価するかは別にして、わかりやすい。これを現場でどう活用すれば子ども

　　　　たちのやる気が出てくるのか、活用の仕方で良くも悪くもなる。ＩＣＴも視覚的

　　　　な効果という点で子どもたちにとっては大事で、どれだけわかりやすいか、文字

　　　　をいっぱい見せられても読む気にならず、やはりここでやる気をなくしてしまう

　　　　こともあるので、どうやったらいい方向に結び付けられるのかということを考え

　　　　ていただき、各自がより良い方向にもっていければいいと思います。

　　　<秋月委員>　家庭状況や家庭環境の差が見えないところであると思うので、今見せ

　　　　ていただいた資料のように発信の仕方を考えて、少しでも保護者や子どもたちに

　　　　届くような発信をしなければならず、発信の仕方を変えていくべきではないかな

　　　　と思いました。

　　

　　　<本田教育長>　今年度、部長と一緒に市内の小中学校30校全部をまわらさせていた

　　　　だきました。教室に入ると、このクラスは非常に学力が高いなとか、落ち着きや

　　　　集中力が少し足りないのではないかなど、クラスの違いを感じました。今、教育

　　　　に対してものすごく支援をいただいて、ＩＣＴの導入など環境が整っています。

　　　　ただ問題は、教員がそれをどう活用していくかが大事で、教員の指導力が向上で

　　　　きるように効果的な活用を進めていっていただきたい。

　　　<議長：室井市長>　いろんなご意見をいただきまして、現状に対する認識が一定程

　　　　度皆さんで共有できたと思います。一律に解決できない問題であり、特に家庭の

　　　　状況に応じて厳しい子どももいます。おそらくそういう子どもの方が試験をやる

　　　　と厳しい場合が多いと推測しますが、一つ先生方に望むとすれば、一変には無理

　　　　でしょうけれども、そういう子どもたちからいろんなものを引き出してあげて、

　　　　やる気を出していただきたい。あと貧困からくる教育環境の差は福祉の方でも今

　　　　支援しているので、そのへんの連携も教育委員会で考えていただき、こういう報

　　　　告書の中に加えていただくとか、取り組み等も共有できればいいのではないかと

　　　　思います。中学校の生徒で福祉の方でやっているのは、ほとんど就職はできてい

　　　　るが、進学というケースもあり、その子どもたちの点数があがるのも学力向上に

　　　　つながる。下の子たちが一歩一歩階段を登ってくるのも相対的な学力向上につな

　　　　がることから、市としては全体で底上げになる。それぞれのスタートラインが

　　　　違っていても、結果的には上を目指せるような環境づくりをやらなくてはいけな

　　　　い。ＩＣＴを使った電子黒板については、現場の先生方の負担にならないように

　　　　しながら、今後も増やしていきたいと思います。短時間で情報提供ができ、子ど

　　　　もたちへの指導がより良くなるのであれば、使える方にはどんどん活用していた

　　　　だけるように、さらに台数を増やして強化してまいりたいです。私の方からまと

　　　　めてまいりますとそんなところです。改めて対外的にこういう学力の数字が厳し

　　　　い視点にありますので、今後もぜひよろしくお願いしたいと思います。本日は、

　　　　ありがとうございました。

　○閉　会（教育部長）
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