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平成２９年度 第２回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成３０年１月２２日（月）   開会 午後２時００分 

閉会 午後３時０８分 

２ 場  所   余田公民館会議室 

３ 出 席 者   市 長           井原 健太郎 

教育長           桑原  眞 

委 員（教育長職務代理者） 西原 光治 

 委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

委 員           横山 志磨 

４ 出席職員   教育部長          河村 邦久 

         教育総務課長        廣田 成毅 

         教育総務課施設担当課長   岡原 由明 

         生涯学習・スポーツ推進課長 室田 和範 

         図書館・サンビーム館長   神田 栄治 

         給食センター所長      宮本 太郎 

５ 書  記   教育総務課長補佐      小田 文孝 

６ 協議事項 

（１）教育方針と施策 

   これからの柳井市の教育について 

（２）その他 

７ 議事の内容 

○河村教育部長  

会議開催の前に互礼をいたしますのでよろしくお願いします。ご起立をお願いいたします。互

礼。ご着席ください。ただいまから平成２９年度第２回柳井市総合教育会議を開催いたします。

始めに柳井市長のご挨拶をお願いします。 

○井原市長 

こんにちは。本日は本年度第２回目の総合教育会議に大変お忙しい中ご出席いただきましてあ

りがとうございます。先週をもって平成３０年度予算の市長査定がひとまず終わり、これを３月

議会に提案して、これをもって来年度の施策を推進していくということになります。それでこれ

は毎年度、近年に限らないことですが、非常に教育関連予算のボリュームが大きくて、また議論

に要する時間も長くて、査定も教育委員会の職員も含めて非常に苦労した、それだけいろいろな

課題が多いと言えるのかなと思います。近年市の予算が限られている中でも教育関連が非常に大

きくなっているという現状があります。今まで通りの続きをやっているのでは未来が見通せない

という中で、この度の柳井南中学校の統合、日積公民館の移転、また新年度の予算の中にも日積

小学校の改築などいろいろ課題がある中で、教育委員の皆さんも含めて今まで通りではなく工

夫・知恵を働かせてやっていかないと前には進めない厳しい状況について改めて共に認識したと

ころです。今日は「特色ある教育」ということですが、各地課題を抱えている中で特色ある教育
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をいかに推進していくかについて、今日は大いにご議論をいただきたいと思っています。他にも

新年度からは給食センターの民間委託も始まり、新しい図書館の建設に向けての動きも始まって

くる中で、いま図書館が抱えている課題がクリアできるようなかたちを最低限目指していくこと

に加えて、柳井らしい、制約がある中でも知恵を振り絞ってやっていくかことについて、教育委

員会の皆さんも含めてその責任は大きいものがあると感じております。 

昨日は水泳の新春スイムフェスティバルでこの地域での今年初めてのレースがあり、また柔道

は武道館で鏡開きでしたが、共通しているのは児童・生徒が少なくなっているという話でした。

昨年度初めて２００人割れましたが今年度は何とか出生数２００人は回復しそうですが、一喜一

憂しても大きな傾向としては日本全国変わらないわけですから、そういった中でいかによく工夫

をしていくかということに最後は尽きる、人がどのように活性化するかということに尽きるとい

うふうに思いますので、本年も引き続いて皆様には大きなお力をお貸しいただきますように冒頭

お願いさせていただきたいというふうに思います。今日も今年もどうかよろしくお願いします。 

○河村教育部長 

ありがとうございました。それでは早速協議事項ということで、市長の方に議長ということで

進行をお願いしたいと思います。 

○井原市長 

では、次第３の協議事項の（１）教育方針と施策 これからの柳井市の教育について、教育長

お願いします。 

○桑原教育長 

それでは、１５分くらいのお時間をいただいて説明いたします。２９年度ももう２か月で終わ

ろうとしております。今度は３０年度の柳井市の教育を考えないといけませんし、そういうこと

も含めてご意見をいただいたらなと思います。また、３０年度に入りまして市長さんが言われた

いろいろな課題がありますし、柳井の特色ある教育、質の高い教育をどう進めていくかというこ

とは教育委員会として非常に大きな責務でもありますし、今日そういう話ができたらなと思って

おります。 

それでは、柳井市の教育計画基本方針の方から見てください。これは、今年度です。教育大綱、

教育基本計画が策定されて２年目を迎えて、愛・夢・志をはぐくむ教育を進化・充実しなければ

いけない。今年度そういう方針でいっております。そのためには５行目、愛・夢・志をはぐくむ

教育の実践の視点として、自己肯定感の醸成とレジリエンス教育の展開の２つの柱を立てており

ます。自己肯定感というのは、「自分は大切でかけがえのない存在だ」「周囲から必要とされてい

る」と思える心の状態でありまして、自己を肯定する感覚・感情を指します。柳井の教育を一言

でいうとすれば自己肯定感の醸成です。そういう自己肯定感を高めて、少々のことではへこたれ

ない意欲的な子ども達を育てたい。それからレジリエンスとは、しなやかさ、たくましさ、復元

力を指します。しなやかさというのは、元々ずっと柳井の教育の根本の理念でした。柳のように

しなやかに、というのが柳井の理念としてずっと残っております。このしなやかというのはレジ

リエンスです。要するに回復力とも言い、困難にめげない力、それを指します。その２つを育て

たいということが今年度の基本方針です。 

そして、愛・夢・志に沿って方針が出されております。その大きな根幹を成す施策の一番大き

なものがスクール・コミュニティです。ご案内のようにスクール・コミュニティというのは、学
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校、公民館、出張所などの機能を集中していく中で、ネットワークを強化し、絆や信頼関係を深

め、地域と学校が一体となって学んでいける学びの共同体を創造し、教育のまちづくりを構築し

ていく取組です。なぜそれが必要なのかと言いますと、人口の急激な減少等による地方の消滅を

防ぐための一方策である、ということ。もう一つは学校教育の改革で、学校が今から人数が減っ

てきまして小規模校化します。家庭も核家族化しています。地域も地域の教育力が低下したとい

われます。そういう面での子どもへの影響は計り知れないものがありますので、それを回復する

ということでスクール・コミュニティ構想を立てております。こやらいという言葉は、若い人は

知らないですし私もよく知りませんでしたが、昔は「子、やらい」というか皆で育てるというこ

とですね。だからこの地域にこやらいというものがありましたが、これをある面復活させるとい

う取組でもあるという位置付けにしております。 

それから、どんなことに取組むかということですが、４点あります。まず、学校、家庭、地域

が一体となり、市民総参加による人づくりを進める構想で、市民総参加で教育のまちづくりを進

めることであるという教育のまちづくり。２番目は、子ども達に市民性を育てるという意味を持

つ、ということで、この間成人式をやりましたけれど、成人式の改革ももっともっとしなくては

いけないなという感じを受けておりますが、ただ単に二十歳になったからお祝いするというので

はなくて、この地域を二十歳になってどうやって活性化していくかという視点も今の子ども達に

は必要ではないかと思いますし、そういう成人式でないと、外に出ていっておめでとうってお祝

いして一生帰ってこないというようなことを柳井市としてするべきではない。やはり子ども達が

小さい頃から、この町に生まれてこの町をどうしていくかということを考えて欲しいと思います。

その取組でもあります。３番目は、学校の応援団です。保護者や地域の人が学校の応援団となっ

ていただきたい。４番目は、人づくりに関わることによって、地域住民そのものの生き甲斐づく

りが推進できればということで進めております。具体的な取組について、まず学校ですが、いま

来年度に向けて学校にお願いしているのが地域カリキュラムの作成です。これは、地域と一緒に

やる連携の行事です。地域と連携してどういう行事をやるかということが年間指導計画でそれぞ

れの学校で作ってありますので、それをもう１回見直して欲しい、地域の人と一緒に考えて欲し

い。その中で取捨選択をする。もう必要でないものは無くしたらいいと思いますし、学校は学校

でそんなに時間があるわけではありませんので、その地域の人とどういうことが必要かというこ

とをやって欲しいということで、校長さんにお願いをしております。学校運営協議会の委員さん

が任期替えで２年間の任期が今年度で終わりまして、来年から新しい学校運営協議会の委員さん

となります。そのこともありましてこの辺を１番にお願いしております。それから保護者の方で

すが、これも地域行事への参加とか生活習慣、食育、家庭教育、家庭を大事にすること、家庭学

習、ＰＴＡ活動や学校支援ボランティア活動へ積極的に参加して欲しい、ということをＰＴＡ総

会等でお願いしております。次に、地域住民の方には子育てに優しい環境づくり、先ほど申しま

したこやらいの復活ということで地域の人にお力添えをいただくということです。それから、野

生の復活とありますが、これはレジリエンスのことです。自然体験活動、野山での自然遊びとか

昔の遊びとかそういうことが廃れておりますので、是非もっと地域の人に地域の伝統的なもの、

自然での遊びとかをもう学校教育では限界がありますので是非これを主体的にやって欲しい、と

いう願いは持っています。それから、教育委員会としては学校運営協議会への参加がありますが、

高等学校もコミュニティ・スクール化されてきますので、柳井高校さん、柳井商工さん、柳井学
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園さんが今から加わってくることになりますので、学校運営協議会の委員への積極的な参加を教

育委員会もしなければいけないと思います。それから、情報の発信ですが、スクール・コミュニ

ティセンターがありますのでそこでホームページをしっかりして欲しいということは言っており

ますが、まだまだです。それから、公民館と一体型の校舎建築を出来るだけ可能な範囲で進めて

いきたいと思っております。そのことによって人が学校に集まる。余田小学校もそうですが、出

張所があって公民館があることによって学校と一体になって、今からもっともっといろいろな連

携が進むと思います。そういう大きな方針の下に教育を進めているというのが柳井の教育です。 

更に、具体的にいきます。教育委員会の施策を見てください。今日は、学校教育だけにしてお

りますが、学力向上プランの作成支援、学力向上研究集会これは年３回やっております。それか

ら、ＮＲＴ、全国の人が参加するもので、これを小５と中１で実施しておりますが、学校によっ

ては自費で全ての学年で行っている所もあります。それから、学びのサイクルと申しまして、家

庭学習の充実を図るために学校の学習と家庭での学習をつないでスパイラルに学力向上を図る取

組です。これももう３年くらい経つのですが、なかなかもう１歩２歩進んでおりません。それか

ら、指導主事学校担当制ですが、私は見ておりまして、学校教育課の指導主事さんは本当によく

学校に行っていらっしゃいます。自分の仕事が出来ないくらい出掛けて行って、いろいろな学校

での支援をしていただいております。ありがたいことですが、そういう意味では日本一学校に出

掛ける指導主事さん方ではないかなと自負しています。それから、液晶テレビと書画カメラを各

学級に１台設置し終わりました。これは、子ども達にいつでも自分でプレゼンできるように、コ

ミュニケーション能力を高めるためのものとして設置をいたしました。そして、主体的な学びを

創り出すことをねらいとしてアクティブ・ラーニングを推進するために設置していただきました

ので、各学校によって若干格差はありますが、先生方に一生懸命使っていただいています。もっ

ともっと広めたいと思っています。それから、地域の方の支援を中心に学習支援、放課後学習で

すが、これも今ほとんどの学校でもう始めておりまして、地域の方のおかげだと思っております。

学力向上については、このような事を行っております。それから、その他特色ある取組としては

算数・数学ジュニアオリンピックで、年数的にはかなりやっていて９回目くらいになります。夏

休みにやっていますが、難問に挑戦するということで本当に特色ある取組です。岩国市がこれを

参考に今年から始めたということは聞いています。それから、中学生の起業家セミナーですが、

これを始めたのは、中学生が職場体験をしておりますが、職場体験だと雇われる側での発想にし

かならないので、そうではなくて柳井の将来のことを考えると柳井で企業を起こすとか柳井の会

社はどうなのかとか、そういう視点を深めないといけないということで始めております。本当は

高等学校くらいがレベル的にはいいのかなとは思いますが、なかなか面白い取組だということで

の評価を受けておりますし、子ども達は人数的には十何人しか来ませんが、ちょっと違った視点

で、その子達の一人でも二人でも将来柳井で会社を起こすような子ども達に育っていただければ

なと思っております。それから、自然体験学習は、夏休みを中心に海辺の観察会、海浜散策、こ

れは阿月の海岸です。それと、野草観察、星空観察を実施しています。これをもうちょっと統合

化して、もう少しボリュームアップするといいとは思ってはいるのですが、なにせやはり教育委

員会に負担が掛かりすぎるので、なかなか次のステップに進めない状況ではあります。それから、

教育界で一番の課題は、人材育成です。今、４０前後の人が一番少なくて、一番採用が少なかっ

たのですが、学校もミドルリーダーが本当に不足しております。それから、若い先生がものすご
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く増えておりますので、そういう意味での研修を先に先にということで、時習館と克己堂を立ち

上げています。時習館は年間１０回、市長さんにもお話に来ていただきましたけれど、ミドルリ

ーダー育成のための研修を行っています。それから、克己堂は、今年３年目を迎えていますが、

アクティブ・ラーニングを進めるということで、大体年５、６回行っております。先日、柳井小

で津田先生が５年生の算数の授業をされました。私、見に行きましたけど、とてもレベルの高い

いい授業でした。ああいう授業を皆が出来たら言う事はないのにと思うくらい素晴らしい叙行で

したし、各学校からも来ていただいておりましたので、やはり人の良い授業を見るという事は教

員にとっては非常に重要な事なので、そういう意味では克己堂も段々成果が上がっているなと思

います。今度、２月１６日に林課長補佐が最後のまとめの師範授業を新庄小学校ですることにし

ております。１回目は中村指導主事が授業をしました。最初と最後は指導主事が、ということで

すが、師範授業なのでちょっとプレッシャーは掛かりますが、新庄小学校で算数の授業をするこ

とになっておりまして、その時に柳井市の進めるアクティブ・ラーニングのまとめもしたいとい

うふうに思っています。それから、リフレッシュ研修、１０００日プラン、スペシャリスト会議、

学力向上推進リーダーなどを行っております。それから、特別支援教育ですが、これは柳井市と

しては力を入れているつもりなのですが、特別支援教育週間を設置して全ての先生方が特別支援

の視点で子ども達を見つめてきめ細かな配慮を行うこととしておりまして、年２回実施しており

ます。それから、今、入れておりますが、各学校の特別支援学級にタブレットの設置を進めてお

ります。間もなく全て入る予定です。学級に３、４台、子どもの数によって違うのですが、ソロ

プチミストからの寄附によりまして、ほとんど設置済みです。今度、授業をソロプチミストさん

にも見ていただこうと思っています。それから、お弁当の日も各学校で行っておりまして、食育

ということで自分で弁当を作って来る日です。それから、１月の終わりに余田小で学校支援ボラ

ンティアの研修会があります。年１回の研修会と中学校区ごとに総会を行っております。それか

ら、今、進めております町の幸福論の事業実践があります。こういうものが教育委員会が力を入

れている柳井市の特色ある取組です。それから、学校のブランド化と言いますが、小学校１１校、

中学校４校それぞれに特色ある取組を進めていただいています。大体スクール・コミュニティに

よる取組が特色ある取組だと思っております。山﨑亮氏が言われているのは、町のくらしは住民

一人一人がやりたいこと、できること、求められることが組み合わさって実行されてこそ初めて

実現する。学校のブランド化は、地域住民のやりたいこと、できること、求められることと学校

の活動がマッチしたところで可能となります。一方的ではいけませんし、その辺の機能を調整す

るのが学校運営協議会でありますし学校支援ボランティアのコーディネータというふうな位置付

けをしておりまして、それぞれやっていただいています。ざっと見ていただいたらと思いますが、

余田小学校は、公民館併設型の校舎の活用をしております。それから、米づくり、臥龍梅の清掃

活動、図書館開放による交流、郷土料理、手延べ素麺づくりといったこともしております。それ

ともう一つ特色あるのが、市内で唯一「親父の会」というのがありまして、お父さん方が集まっ

てあれこれしていただいたり懇親会もしていただいたりしています。 

ざっと説明しましたが、今から子ども達も減ってきますし、学校の特色づくりも出しながら質

の高い教育がどうやったら出来るかということを考えていかなければいけないなという事を私は

一番に思っております。これが今の柳井の学校教育の実態でございます。現状についてはいろい

ろと課題とか沢山ありますけれど、今から協議していってこれから柳井の教育がどういう方向に
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進めばいいかお話が出来ればいいかなと思っております。ありがとうございました。 

○井原市長 

ありがとうございました。それでは、ただいまからの時間は今の教育長からのお話を踏まえて、

ご意見ご質問をいただければと思います。 

○西原委員 

只今、教育長から縷縷説明がありましたので特にはないのですが、最初にビジョンといいます

かグランドデザインとして自己肯定感の醸成とレジリエンス教育、そういった二つの柱を立てら

れているということで、非常にいいキャッチフレーズと思いますので、どんどん推進していかれ

たらいいのではないかなと思うのですが、これをより具現化していくためのアクションプランと

いいますか、そういったことを今から作成する作業が必要ではないかなと思いました。特色ある

教育ということで後半の部分でご説明いただきまして、各学校で果敢に推進されているかと思い

ます。その様な中で、昨年の１１月に教育委員会の研修が周防大島でありました。その時にいろ

いろ言われていたのが、アクティブ・ラーニングの関係とカリキュラム・マネジメントの関係、

それとＰＤＣＡサークルのことについてご指摘といいますかご助言いただきましたので、そうい

ったところを踏まえて活動の中に取り入れていかれればなおいいのではないかなというふうに思

いました。 

○桑原教育長 

カリキュラム・マネジメントをしていくために重要なのは、学校教育目標を一緒に考えていく。

そして、学校教育目標から具体目標が出て、学校のプランが出来る。プランを一緒に考えていか

ないと開かれた教育課程にならないしカリキュラム・マネジメントも自分達だけでやるようにな

るから、そういう意味でのカリキュラム・マネジメントで一番重要なのは学校の目標を一緒に共

有化することが鍵を握る、というようなこの間の講演でした。 

○西原委員 

そうですね。だから、目標とかそういった課題とかを一緒に考えて、それをチェックする機関

が教育委員である、ということも言われてましたので、私達もしっかりそういったところでの協

力が出来たらいいなというふうに思います。 

○厚坊委員 

スクール・コミュニティの推進で、学校、公民館、出張所などの機能を集中して教育の町づく

りということでされていると思いますが、これからいろいろ学校もそういう形になるのだろうと

思うのですけど、余田小学校の特色の中に、具体的に出張所とかが併設してどういうふうな活動

をしているか、というようなことは何かありますか。 

○桑原教育長 

この前新聞に載ったのは、花壇にチューリップを一緒に植えた、地域の人と一緒に花壇を作っ

たというのがありました。 

○厚坊委員 

学校と出張所を一緒にするという事は、今まではそういう所は離れていて、学校が地域に出向

いて行っていろいろお願いするとかだったと思うのですが、機能が一緒になってくると掲示板等

を活用するとかして、学校が出向かなくても地域の人が学校に積極的にその事については私達が

やりますよとかそういうのがどんどん出来てくると、地域とのコミュニケーションが出来てくる
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と思います。やはり、今後スクール・コミュニティの推進の中でそういう機能を集中していくと

いう事は、そういうところをしっかりやっていくということで、それぞれの学校がやっていけた

らいいのではないかというふうには思っています。柳井市としたら、県下に先駆けてこういう事

をやっているというのは非常に大事なのではないかなと思って、是非ここを強くやっていくと、

学校も助かるし地域の方も積極的にやっていかれるようになるから、そのことをしっかりこれか

ら推進していくといいと思います。 

○西原委員 

先ほどの教育長の説明にありました地域カリキュラムは、毎年作成されるのですか。 

○桑原教育長 

基本的には作っておられるので、見直して欲しいということは伝えています。学校運営協議会

を開いた時に、一緒にこれはどうですかとやっていただくといいのですが、３学期は忙しいので

実際できるかどうかは難しいところもあります。 

○西原委員 

地域のいろいろな行事とかを踏まえて、地域の方と一緒になって取組んでいくというのがスク

ール・コミュニティの本質的なところだと思いますので、やはりしっかりとそういったところを

作成して欲しいと思います。ここにもありますように、スクール・コミュニティのめざすものの

４番目に地域住民の生き甲斐づくりを推進するという文言で掲載されておりますけれど、やはり

地域の方も学校へ出向いて行くということでそれぞれのモチベーションが高揚できるということ

になるのではないかということで、地域の方お一人お一人が一生懸命頑張るというスタンスがで

きるかと思いますので、しっかり連携をとっていけばいいのではないかなと思います。私もＰＴ

Ａの経験がありますけれど、スクール・コミュニティの中にＰＴＡの方々もしっかり一緒になっ

て取組んで、全国的にはＰＴＡという組織は非常に大きな組織ですので、しっかり活性化できる

ように、ＰＴＡの方にいろいろと役割分担を与えられるような仕組づくりということも必要かな

というふうに思っています。 

○井原市長 

ＰＴＡの話が出ましたので、実際に今、ＰＴＡの役員をしておられる立場から、ＰＴＡの活動

をされていて思われることも含めて、いかがでしょうか。 

○横山委員 

小学校６年生の息子ですが、ちょうど今日お弁当を作っていく日でした。初めてでしたが、日

頃台所に一緒に立つということがほぼ無いので、普段会話していないわけではないですけれど会

話が沢山出来て、こちらもすごく楽しい思いをさせてもらいました。とてもいい時間だったなと

思います。でも、働きに出ていらっしゃるお母さんも多いので、ちょっと大変だなと思われる方

も沢山いらっしゃると思います。それでも子どものことですので、皆「大変よね」って言いなが

ら、結構楽しんでいらっしゃいます。それと、夏休みに実施されている自然体験学習、海辺の観

察会ですが、負担が掛かるというお話がありましたが、とっても興味があり子どもに参加させた

いのですが日にちがあまり無くて、もっと沢山日や観察会の種類があったらいいなと思います。 

○桑原教育長 

毎年、海浜散策というか海辺の観察会は希望が多いです。すごく多くてありがたいことで、教

育委員会の方で講師の先生を呼んで小学校の先生も３、４人来ていただいてやっております。元々
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は貝の同定会で、貝を拾って、この種類はどんな貝かを判定をするまでを一緒にしておりまして、

２、３回やってましたが、負担があるし指導者がほとんどいなくなったこともあって、今は海辺

の観察会だけで終わっております。それでも沢山来られます。希望が多いので２回くらいした方

がいいのかなとは思いますが、ちょっとこれ以上だと負担が大きいかなという感じです。 

○井原市長 

今は１回で、かつては２、３回やっていたということですか。 

○桑原教育長 

前は貝を採ってきて、別の日に同定会を理科研修所でしてました。 

○井原市長 

２、３回が１セットだったということですか。講師の確保は簡単なような気がしますけれど、

どのようになってますか。 

○河村教育部長 

講師は元職員の方にお願いをしておりまして、学校教育課が中心となって、生涯学習・スポー

ツ推進課も一緒に携わって実施していると思います。 

○井原市長 

どういうところが負担になっていますか。 

○桑原教育長 

夏は教育課程があったり夏休みの研修があったりするので、学校教育課に負担が掛かってきま

す。 

○中本学校教育課長 

職員も分担して出てはおります。 

○桑原教育長 

ニーズが高いのは事実なので、私の勝手な構想は、海辺の観察会と野草観察、野草観察は行っ

たらなかなか面白くて、柳井高校の先生に毎年指導に来ていただいて、余田でやったこともある

し今年はどこだったですか。 

○中本学校教育課長 

柳北から黒杭に上がって行きました。 

○河村教育部長 

他にも星空観察会も学校教育課でしておりまして、種類は３種類くらいで、海辺ばかりではな

く複数募集してやっております。 

○井原市長 

かつては海辺だけで、２、３回シリーズでやっていたけれども、今は野草とか星空とかそうい

うのが増えて、結局負担としては変わってないけれども、海辺を更に今までどおりやろうとする

と全体の負担が大きくなるという理解でいいですかね。 

○桑原教育長 

海辺の会も、私も行きますがもうちょっと詳しく、意外とわーっと歩いて「これ何」とか言っ

て採って歩いて、割と大雑把な雰囲気でやっていますから、貝だけでなくて海草も一緒にやって。

親子で一緒に遊ぶ、磯遊びみたいな雰囲気なので、自分で貝を調べていって毎年蓄積して理科の

研究をするといったニュアンスが大分無くなってきてはいます。昔はそういう雰囲でしたけれど
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も、ちょっと残念なところではあります。野草がすごく少なくて、来る子はすごく小さな子で小

学校１、２年ばっかりで、結構面白いのになと私は思うのですが。 

○西原委員 

以前、虫の観察もあったのではなかったですか。 

○桑原教育長 

カブトムシやクワガタを夜に集めて採るのがありました。日積小学校で集めたりしてやりまし

たが、結局採れなくなって止めました。夏休みには、Ｓｅｅｄさんが里山探検隊をされますがこ

れも非常に希望が多くて、そういう自然探検というのは非常にニーズは高いと思います。 

○西原委員 

川の中に入っていろいろ採取したり、というのがこの野草の関係ですか。 

○桑原教育長 

あれは県の事業で、教育委員会は通さずに直接学校にいって子ども達を集めて、川をずうっと

歩いていくというものです。 

○井原市長 

海辺の観察会も日にちが合わなくてとか結構人数もある中どうだろうとか野草観察会も逆に低

学年以外のニーズが少ないとかいう状況もありますから、ここは査定とかの場では無いのでこれ

以上はやりませんけれども、しっかりそこは施策として掲げている以上は実のあるものにしてい

きましょう。 

○河岡委員 

我が家は一番下が中３で、もうじき義務教育を外れていく段階なので、子どもが大人になって

いく過程について、また新たに思うところがあります。生きる力を付けるというのがテーマにな

っていますけれども、確かにそれは必要だと最近感じます。先が全然見通せないくらいどんどん

世の中が変わって、情報も氾濫しています。子ども達は携帯を使ってどんどん情報を入れている

のですけれども、果たしてそれは正しい情報かどうかというのが判断できない段階からそういう

情報を取り入れている、というところに危機感を感じます。子ども達がいろいろな意味でも自分

達で考えていく力をつけなければ自立できない、生きていく力が付かないのではないかと思いま

す。全国学力判断テストですか、テストの結果で一喜一憂するのもいいのですけれども、子ども

が大きくなっていきますと学力も重要なのですが、学力よりも生きていく力といいますか、生き

抜く力というのはいわゆるコミュニケーション能力だと思うのですけれども、それをいかに身に

付けていくかというのが必要ではないかなと最近よく感じます。コミュニケーション能力を付け

るとか常に自分でいろいろ判断できるようにする、というような力を付けるためには、小学校、

中学校の頃からもっと自主的に、今よりも子ども達に自主的に考える時間を与えたりそういうき

っかけを与えたりする必要もあるのかなと思います。今は学校がしっかりレールを敷いてその上

を子ども達がお行儀よく行っているような感じなのですけれども、たまに脱線して怒られても、

そこで何故悪かったのかと自分達で考える力が付いてくれば結果的に生きる力がしっかり付いて

いくのではないかと思います。もう少し自主的にいろいろ子ども達が出来るように、もっと考え

させるような教育も必要なのかなと思います。地域に子ども達が根付く教育というのも、非常に

地域を存続させる意味でも重要かと思うのですけれども、日頃から地域のことを考えさせるきっ

かけを作ったり、若しくは就職のことも日頃から情報が入るような環境にあるといいのかなと思
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います。それは教育とちょっとかけ離れるかもしれませんけれども、子どもがそういう年齢にな

ってきて改めて見ますと、都会に出て行っていると地元の方の情報というのが非常に得られない、

何を探してもなかなか出てこないとかいう話も聞きます。この間、成人式に出ましたけれども、

例えばああいう場で就職の説明会の案内をするとか、その前後にそういう日にちを設定するとか、

若しくは高校に定期的にいろいろな企業の説明会をしたり企業の紹介をしたりとか、そういうき

っかけも作っていますと、子ども達が大きくなって、そういえばああいう企業があった、あそこ

はああいう仕事をしていたなというのが分かる、そういう情報も常に提供することも必要かなと

思います。吉野源三郎さんの「君たちはどう生きるか」という本が爆発的に売れているとよくニ

ュースで言われていて、中学校でも入れたのですけれども、やはりニュースでよく見ているから

子ども達が手に取って見ています。まだじっくり読んで感想を言ってくるような子はいないので

すけれども、今、こういう本が売れるというのは、やはりそういう時代が来ているのではないか

なと思います。上手くまとめられないのですが、これからはもっと子ども達に自分達で考えさせ

る、そういうことが生きるような教育目標を挙げて考えていくことが必要かなと私は思います。 

○井原市長 

おっしゃった流れの中で、やはりアクティブ・ラーニングとかがこういうのを目指しているの

でしょうけれども、せっかくなので現状を簡単にお願いします。 

○中本学校教育課長 

まさに今、言われた通りだと思います。今までは、学校の授業でも正解を当てる力、知識の量

だけをもって正解を当てる力を付ける、それが入試という時代でしたが今はそうではない。河岡

委員さんがおっしゃったように、今からは他人と共同しながら協力しながら導きだす力が必要な

のです。ネットで調べたら答えがそこにあるのではなくて、この課題を解決するのにどうしよう

か相談してその正解を導き出していく、そんなふうに今、授業しています。市長さんがおっしゃ

ったように、アクティブ・ラーニングというのはまさにそうなのです。だから、教員の力を今か

ら上げていくのは、どういう課題をそこで用意したら子ども達が興味を持ってしっかり取組んで

いって答えを導き出せるか。１足す１は２、ではなくて、その課題を今から教員の力を上げてい

ってどういうふうに授業を仕組んでいくか、そこに今、柳井市教委として取組んでいるところで

す。先ほど教育長からありましたけれど、今度の林課長補佐の授業もまさに柳井市の求めるアク

ティブ・ラーニング、どういう課題を作って子ども達をどう活動させるか、そんなところを今か

ら取組んでいきます。 

○桑原教育長 

今、国の方は、大学入試改革から変えようとしています。あそこをポイントに変えたら全部、

高等学校、中学校、小学校が変わるだろうという発想で今、改革を行っているのは間違いありま

せん。歴史の教科書もこの間話題になっていましたが、人物の名前が消える、坂本竜馬が消える

のではないかとかいろいろ話が出ていましたけれど、要するに歴史教育であれば、太平洋戦争が

何故起こったか、そこをずっと掘り下げて１か月くらい勉強して、子ども達が発表して自分達は

こうでした、こうでした、ああでしたというような学習をしなければいけない、ただ何年に何が

あったとかいう暗記ではもういけないのではないかという話は出ていますので、それをどう変え

るのか。教科書が変わるということではあるので期待はしていますけれど、文科省は量だけは減

らさないで授業改善するようにと言ってますので、どうやってやるのか学校もあぐねているとこ
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ろがあります。県教委にも量を減らすようにと話がある度にいろいろ言いますけれども、なかな

か働き方改革をどういうふうにしたらいいかということは、教育委員会としてもちょっと悩みで

もあります。 

○井原市長 

国もいろいろ模索しているというところですね。 

○厚坊委員 

先ほどお弁当の日のこととかも話があって、保護者の方はどう思われるのかなと思いながら、

桑原教育長さんが柳井中の校長の時にお弁当の日を始められて、その次に私が校長になった時に、

このお弁当の日の意味は何だろうというふうにいろいろ勉強もしましたし、やるのなら意義のあ

るものをと思いましたが保護者にはこれが非常に不人気で、何故かというと手が掛かる、時間が

無い。大体お弁当の日というのは月曜日にやりますが、何故かというと日曜日に親子で買い物に

行って、夜にある程度下ごしらえをして、月曜の朝に詰めたり簡単に作ったりするということで、

これは、ある意味では学校の教員はそんなに負担ではなくて、むしろ給食が無い分、子どもと一

緒に食べたりして触合う時間が多くなります。高校までは家からですが、大学に行ってアパート

や下宿を探す条件はコンビニが近いところだそうで、何故かというとコンビニで食べ物を買って

は家でチンして食べる。そういう生活をしていくと、将来この子達が親になった時に作るという

よりは買って子どもに与える親になる、という事も考えると、やはり学期に１回だけはそういう

時間を負担でしょうけれどもやってください。子ども達が将来、体験というのは成すことによっ

て学ぶから、親が作るのではなくて子どもに、時間が掛かっても失敗してもやらしてください。

将来この子たちが親になった時に、子どもにちゃんと手作りのものあるいは子どもと一緒にそう

いう体験をさせていくということで、私も３年間親からいろいろと止めてくれと言われながらや

りました。私が退職するまでは柳井中学校だけでしたけど、今は市内全部がやっているというこ

とで、柳井市としても是非成すことによって学ぶことをしっかり経験をさせて、将来親になって

も柳井に帰って来てもやる。柳井の産業の良さというのは農業がある、漁業がある、林業がある、

そういった頭だけでなくて汗を流すことによって成すということも考えれば、学力という言葉よ

りも本当は体験ということをやっていきたい。ただ学校の現状を見てみると、授業時数の確保と

か座学の授業とかそういったカリキュラムを絶対に少なくならないようにする。そうすると何を

減らしていくかというと体験で時間が掛かることを減らしていくようになる。それはこういうこ

とを機に柳井版として、子ども達にしっかり経験させて将来立派な大人になっていく、あるいは

柳井のために汗をかくということを今後やっていくと、柳井市としたらいいのではないかなと思

いました。 

○井原市長 

厚坊委員さんが言われました何故やるかという趣旨は、当然親御さんにまず伝えるわけですね。

そこを伝えても不満が出るわけですね。 

○厚坊委員 

結局、親が待てないわけです。子どもに包丁を使わすと危ないとか火を使わすと危ないとか、

あるいは時間が掛かるとかその辺りです。 

○桑原教育長 

基本的には子どもが作って、親は作らなくていいんです。 
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○河岡委員 

随分今は定着してきました。結構中学校の子ども達がそれぞれキャラ弁を作って来てみたり、

こんなのを作ってると自慢し合ったり交換し合ったりしていますけれども、保護者から不評って

いうのは、朝の台所は殺人的に忙しいからだと思います。主人から子ども達の朝食の用意から時

間がずれれば他の子のお弁当の準備もある中、１時間とか台所を占領されるとコンロの数も無い

し場所も無いし、だから多分親としては作るのはいいけれど、それだったらこっちが作った方が

早いとかイライラとついしてしまうということで評判が悪いのだと思います。 

○厚坊委員 

本当は、それは学校に持って来てじゃなくて家で余裕がある時にやってくれることに繋がると

いいますか、そうすると大学に行ってもちょっと食材を買って来て作るとかになる。 

○井原市長 

年に２、３回といってもこの日だけじゃなくて普段から子ども達もある程度やってないと、こ

の日だけ今日は子ども達だけで作れと言っても無理ですよね。 

○河岡委員 

いえ、もうその日だけ頑張る。年に３回、頑張って作ります。 

○厚坊委員 

家庭の教育というのはなかなか難しいのですが、そういうことによって家庭での生活も見直し

てもらうということに繋がればいいかなというふうには思っています。 

○河岡委員 

毎回、お母さん達がいかに大変だったかが分かったとか有難味が分かったとかいうコメントが

必ずありますので、しめしめと思いながら見ています。 

○西原委員 

男子と女子の差はありますか。 

○河岡委員 

あまり無いです。学級通信で、お弁当の日は皆がお弁当箱を持った写真が出たりしますが、そ

れを見ていると結構皆立派なお弁当を作っていて、男女の差はあまり感じないです。嬉しそうで

す。 

○桑原教育長 

最初、気になったのは、子どもが恥ずかしがって隠して食べるかなと思いましたが、意外とそ

れが無かったです。教員も作って来てと私は言ってましたけれど作る人がほとんどいなくて、私

はいつも自分で作っていました。 

○井原市長 

整理すると、そういう目的を持って柳井市は始めたということですが、これはオリジナルです

か。 

○桑原教育長 

これは、香川県のある小学校の先生が提唱されて、講演会も柳井でされたりして有名になった

ので、柳井中でもやってみようかということで始めました。あの時は県内で長門市がやっていて、

やるといいなとなったのですが、後に消滅したようなことを聞きまして、あまりやってないよう

です。 
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○厚坊委員 

そういう家庭教育にも結び付くということは大切だろうと思います。これも親子のコミュニケ

ーションでもあります。 

○井原市長 

時間が参りましたので、最後にまとめをお願いします。 

○桑原教育長 

主体的な学びを進めて、もっともっと子ども達に考える力を付けるような教育をして欲しいと

いう意見もありましたし、いろいろな体験を子ども達にさせていくことも必要かなということで、

その辺の充実を今後すべきかなというふうには思いました。 

○西原委員 

考える力は確かに大切ですけれど、伝える力ももっと必要かというように思います。やはり自

分の考え方、想いを理路整然と訴えるということは、聞いて考えて相手に伝えるというそういっ

たプロセスを考えてしっかり養っていただきたいなというふうに思っております。 

○井原市長 

深く考えるという意味でも、今、町の幸福論で各校、拝見させていただいておりますが、正直

なところもう少し深く考えて欲しいというケースもあり、ネットで拾ってきたのを事例として掲

げていたりとかはちょっと目立つように思うのですが、まずは自分達で考えていくというところ

が町の幸福論であり、また大人版が「地域の夢プラン」ということにもなるのでしょうが、こう

いう自ら考えていく形を推進していきたいと思います。最後になりますが、今月２９日には柳井

西中学校で「気楽にトーク」が１時間半組んでいただきまして、この余田の子ども達が順当に行

けば西中学校に進学するということになるのでしょうが、事前に先生方がいらっしゃって、子ど

も達にメッセージが欲しいとかいろいろな打ち合わせをしました。今の町の課題を考えて解決す

るという話になりますが、深く考えるという意味では、いろいろな課題があり、それが何なのか

ということを考えることも大事でしょうし、逆にこの町の良い所もいっぱい考えて欲しいという

こともあります。何が良い所か、西中ですと俳句の話とか臥龍梅とか、その良い所も中途半端に

考えたのではなく、この際時間を掛けて一人１００個くらい考えてと言われれば、かなり考えな

いと浮かんでこないでしょう。そういう宿題を生徒の皆さんに与えていて、２９日にどういうお

話が、家族の話とか地域の話とかいろいろ出るのでしょうが、こうして深く考えるということは、

子ども達も私達もとても大事な事だと思います。ちょうど時間の方が参りました。 

○河村教育部長 

 それでは、以上で第２回目の柳井市総合教育会議を終了いたします。ご起立をお願いいたしま

す。一同互礼。ありがとうございました。 


