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平成３０年度 第２回柳井市総合教育会議 会議録 

１．会議の開催 

（１）日 時   平成３１年２月１５日（金）   開会 午後３時００分 

閉会 午後４時２０分 

（２）場 所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

 

２ 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 志麿 

 

４ 出席事務局委員 教育総務課長        石岡 雅朗 

          教育総務課施設担当課長   岡原 由明 

          学校教育課長        中本  稔 

          生涯学習・スポーツ推進課長 宗廣 宜之 

          給食センター所長      宮本 太郎 

教育総務課長補佐（書記）  有道 茂一 

 

５ 傍聴者     １人 

 

６ 協議事項 

 （１）小規模校化（少人数化）する学校の在り方について 

 

 

７ 議事経過 

（１）開会 

    教育部長から、平成３０年度第２柳井市総合教育会議の開会の宣言があった。 

（２）市長あいさつ 

本日は平成３０年度第２回目の柳井市教育総合会議ということで、今日のテーマは「小規

模校化（少人数化）する学校の在り方について」となっています。 

ちょうど先般、日積小学校の管理棟の供用開始式典に参加しましたが、日積小学校の児童

数は３１人で、典型的な小規模校です。普通教室棟に行き、１・２年生にあやとりを教えて

もらったのですが、何に驚いたかというと、あやとりがとても進化して、見たことのないよ

うな複雑な形をつくり、あやとりが今の遊びとしてしっかり続いていることに感動しました。  

コミュニティルームについては、いろいろな議論もありましたが、実際にコミュニティ施

設ができると、直ぐに予約される方があり、地元で文化的な活動している４団体がしっかり

使用されるということですから、教育委員会で進めているスクールコミュニティも日積らし
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い形であの場を拠点に進められていくものと強く感じました。 

給食センターの所長が市長秘書をしていたころの１０年ぐらい前になりますが、当時の柳

井中学校と当時の日積小学校で、児童や生徒になりきるということで、一日体験をさせてい

ただきました。なぜか、柳井中学校での昼休み中にあやとりをやった記憶がありますが、当

時の柳井中学校の校長である桑原教育長には特別扱いを一切しないでいただきたいというこ

とで、柳井中の野球部の部活に参加し、永遠とノックをさせられ、しばらくまめが治らなく

て日常生活に支障をきたしたという思い出もありました。それはそれで、現場の良さも含め

て感じてとてもいい機会になりました。 

また、当時も小規模校であった日積小学校で、印象に残っているのは、長縄跳びで、上級

生の児童が、長縄跳びの入るタイミングを、下級生に背中を押して教えていた関係を、小規

模校ならではの学年の上下に垣根がなく、一緒に過ごす良さを感じることができました。 

大規模だからどうだ、小規模だからどうだということはありますが、それぞれの現場で良

さというものを作り出しているもだと思います。 

現実として、小規模校が増えている、小規模校化が進んでいるという予測がある中で、本

日は、いろいろとご議論することになりますが、私は司会進行ではなく、発言者としての立

場で参加させていただきますが、有意義な時間を作り上げていきたいと思いますので、よろ

しくお願します。 

 

（３）議事内容 

（教育部長） 

   最初に、桑原教育長から会議の流れ等について説明をお願いする。 

（教育長） 

本日は、熟議ということで行う。テーマは、「小規模校化（少人数化）する学校の在り方に

ついて」となっている。学級が少なくなり、学級の中の子ども少なくなるということで、い

ろいろな課題が出てくる。今後、教育を変えていく必要があるという思いがあるので、今回

のテーマを設定した。 

もう一つは「中学校の部活動の在り方について」ということで、大畠中学校のこともあり、

今後課題になってくるので、この２点について、話し合いができたらと思う。 

結論は出ないと思うが、今回いただいた意見を来年度につないで、質の高い学校づくりを

進めていきたい。アイデアやヒントがでれば来年の運営に生かしていきたいと思う。 

司会はいつも市長にお願いするが、発言の機会が減るので、本日は、西原委員にお願いを

する。会議の流れを説明すると、最初に現状について私から説明をして、協議を進めていき

たい。 

 （西原委員） 

    特別な準備はしていないが、フランクにディスカッションしていただきたいと思う。肩の

力を抜いて、自由討議をしていただきたい。最初に教育長から現状説明をお願いする。 

 （教育長） 

    市内小中学校の現状ということで説明する。 

 日積小学校は完全複式で、１年と２年、３年と４年、５年と６年の３学級と特別支援学級
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があるので４学級となっており、児童数は３１人である。来年度は２８人となる予定。 

柳井小学校は２２級で、児童数は５４６人であるが、来年度は５４３人と若干減る予定。 

柳東小学校は１１学級で、児童数は２２２人であるが、来年度は若干増え２２７人の予定。 

柳北小学校は３年と４年が複式学級で、特別支援学級が１学級あって６学級となっていた

が、転入生があり、複式学級が解消され７学級となった。児童数は６５人となっている。来

年度は児童数が少なくなり、一部複式になり児童数は６１人の予定。 

新庄小学校は１３学級で、児童数は２８２人となっており、来年度は２７９人の予定。 

余田小学校は、特別支援学級を入れて７学級で複式はない。学校の近くに住宅地が造成さ

れ、一時児童数は増加したが、平成３１年度の新入生は４人の予定となっている。平成３２

年度からは４人の学年が複式学級となる予定。 

伊陸小学校は３，４年生が複式学級で、特別支援学級を入れると６学級となっており、児

童数は４９人となっている。来年度は新１年生が１人となっており、複式が２学級となる。 

柳井南小は複式学級が２年と３年、５年と６年となっており、児童数は５３人となってい

る。来年度は若干増え５５人の予定。 

小田小学校は特別支援学級を含めて７学級で、児童数は６３人となっている。来年度の児

童数は６１人となり複式学級の該当教室があるが、１人足りないだけなので、県教委に相談

したところ、複式は解消してもいいとの回答があった。 

平郡東小学校は児童数５人の複式の２学級となっている。来年度は、２人卒業し新１年生

１人が入ってくるので４人となる予定。 

大畠小学校は、７学級の児童数は９２人で、複式学級はない。来年度は９０人の予定。 

市内小学校の平成３０年度の全児童数１，４８２人で、平成３１年度は１，４５５人とな

っており、２７人の減となる予定。 

 複式学級は、県の基準で２学年で１６人以下の場合に該当することになる。平成３２年度

は余田小学校が該当になり、平成３５年度から大畠小学校が該当する。そうすると、今後、

柳井小学校、柳東小学校及び新庄小学校以外の８校が複式になる状況である。 

中学校では、柳井中学校が２１学級で、生徒数５４８人となっている。来年度は５１３人

となる予定であるが、柳井中学校に区域外通学で入る予定もあるようで５４８人より減らな

い可能性もある。 

柳井西中学校は８学級で生徒数１３４人となっている。平成３１年度は若干増加して１４

４人の予定であるが、他校に流れる可能性があるので、１３４人を下る可能性がある。 

柳井南中学校は、４学級で生徒数は４４人となっている。平成３１年度の新１年生は３人

入り、２２人となる予定。しかしながら、新２年は１人なので、学級数がカウントされない

ので、特別支援教室を入れ３学級となる。そうなると教職員定数は３学級で計算することに

なる。 

大畠中学校は４学級で生徒数４０人となっている。平成３１年度の生徒数は４２人になる

予定であるが、新１年生の男子が０人となる可能性があり、３５人になりそうだ。 

中学生徒数が現在７６５人で、平成３１年度は７４１人になる予定であるが、新１年生の

中には広島県や愛媛県の県外私学に５人ぐらい進学する。県内では山口大学付属光中学校、

高森中学校、高水学園の６年生など、十数人が柳井市外に出ていく可能性がある。 
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以上のことから、課題が２つある。小学校の複式が増えるということで、平成３５年には

小学校８校が複式になる。 

大畠中学校は平成３１年度の１年生は女子のみの８人となる。男子が７人いたが、４人ぐ

らいは部活等の理由で柳井中学校へ入学となり、私学へ行くものもあり、結局、最終的に１

人となり、その１人も１人ではいやだということで、男子全員が大畠中学校に行かないとい

うことになった。次の学年で、同じようなことになれば、大畠中学校の存続に関わる問題と

なる。 

 （西原委員） 

それでは、意見をお願いする。 

 （厚坊委員） 

現状をみると、児童が減るのでそのまま受け入れていくしかない。市内の学校が小規模化

していくことは、自然の流れとなっている。その中で学校及び行政は何ができるかというこ

とを考えていかなくてはいけない。柳井南小の特別支援学級で、男女２人児童の複式授業を

みる機会があった。先生は１人で、一人の男子児童には課題を与えながら、もう１人の女子

児童にマンツーマンで指導を行う。女子児童に課題を与えた場合は、男子児童にマンツーマ

ンで指導を行っていた。複式授業の場合、このようなやり方をやっていくことになるが、そ

の授業の中で、驚いたのは、タブレットを使って授業をやっていたことだ。計算問題が正解

であれば、「ピンポーン」と、不正解の場合は「ブー」と音が鳴り、正しいか正しくないかと

いうのを、これまで先生が回ってこないと分からなかったものが、ＩＣＴを活用すれば簡単

にできる。小規模になると、予算や国の基準もあるので、簡単に先生を増やすわけにはいか

ないが、プログラム学習的なものを取り入れることで、先生の指導が効率的になる。今後、

複式学級において、ＩＣＴの活用は検討できると思った。 

 （教育長） 

   対応策について、何点か考えたので説明する。 

   この近辺では、周防大島町の小規模化が進んでおり、学校間の交流学習を頻繁に行ってい

る。市内では伊陸小学校と日積小学校は近くにあり、スクールバスもあるので、交流学習を

勧めているが、交流学習は実現できていない。修学旅行は、伊陸小、日積小、大畠小、平郡

東小の４校が合同で行っている。交流学習は、平郡東小が日積小学校に行って交流学習を行

っている。 

テレビを活用した授業もある。同時に授業を行うもので、例えば、日積小の授業を平郡東

小の児童がテレビを通して体験するものである。 

リーダー学習という方法もある。学習リーダーをつくることである。複式の場合、５年生

と６年生がいたら、それぞれ違う授業を一斉に行うが、先生は一人であるため、先生があっ

ちこっちに行って、渡りの事業を行う。そうすると、先生は半分しかつかないことになる。

一人の先生が複数の授業を進めるのは大変難しいということで、柳井市では主要教科につい

ては複式を解消しようと非常勤を付けて授業を実施している。 

こうした状況を見て感じることは、子どもたちが主体的な学び、アクティブラーニングと

いうが、主体的な学びをつくるためには、子どもが自分たちで授業を進めるという学習形態

が非常に重要である。先生の指示に従って子どもたちが学習するのではなく、自分たちで予
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習してきたものを自分たちで進めて、分からないところを教えあうとか、話しながら答えを

見つけていく。ただ単に、教頭がいて、非常勤がいて、複式授業をやめて、右と左を向いて、

単式の授業を進めるというだけでは、せっかく複式になっている意味がないと思う。子ども

たちがリーダーとなって授業をすすめるものをリーダー学習という。 

広島県教育委員会の民間出身の平川理恵教育長は、新しい取組として「イエナプラン教育」

というものを進めている。「イエナプラン教育」は、ドイツで発祥した教育法で、小規模学校

を３つの複式学級に分けるのではなく、低学年と高学年に分ける。１年から３年と、４年か

ら６年の２学級に分けてクラス編成する。学年の異なる子どもが同じ教室で個別学習やグル

ープ学習を行う。３年生が１年生を教え、６年生が４年生を教えると、お兄さんやお姉さん

が教えるので、言うことをよく聞き、非常に学習効果が高くなる。ただ、学習指導要領の要

件を満たせるカリキュラムを作ることが難しいところがある。１年生から３年生までが同じ

教室で学習するので、カリキュラムをどのように作っていくかが課題となっているようだ。

導入例とすれば、長野県の佐久穂町の私学で実践しているようだ。「イエナプラン教育」はユ

ニークな取組であるが、小規模校で一部でも実施できれば、面白いかもしれない。 

柳井市ではスクールコミュニティを導入し、地域の人がたくさん学校へ入ってきており、

地域の人と一緒に授業を進めていく方法もある。平郡東小学校では、地域の人が教室に入っ

て授業をやっている。地域の人も児童になり一緒になって勉強している。地域参観日を設け、

地域の人が学び直しをやる。特に英語なんかは地域のニーズが高いので、地域と連携すると

非常に効果はあると思う。来年度に取組ができないか検討している。 

 （市長） 

 小規模校や複式の現場で、先生方の考え、どういった思いを持っておられるのか聞きたい。

保護者の方から、小規模校や複式の場合、同級生が少なくて友達の数が増えないと心配され

る声を直接聞くこともある。一方で、スポーツ少年団へ入ると、学校をまたいで友達関係が

できているというのもある。先生方や保護者からの現場の声をいくつか紹介していただくと

参考になる。 

 （中本課長） 

 現在、複式となっている学校の教員や校長先生方からは、できれば複式を解消して、単式

できめ細やかな指導を行いたいという声が多い。しかし、新しい学習指導要領では生徒の「主

体的な学び」が中心となっている。そのためには、リーダー学習の技術を教員が身に着け、

授業を実施する方がよいとも言われている。現状とすれば、単式にしてほしいという声のほ

うが多い。 

 （横山委員） 

 マンモス校が良いとは思っていない。小規模校ならではのメリットというのは、良いもの

だと感じている。 

 （西原委員） 

横山委員は小規模校の経験はありますか。 

 （横山委員） 

 小学校はちょっと少なくて、中学校はマンモス校だった。中学校ではあまりに同級生が多

くて、顔も名前も分からないということもあり、残念なことも多いので、人数が多いから良
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いというものではない。バランスが取れた人数がいいと思う。 

 （河岡委員） 

 マンモス校にはマンモス校の弊害があると思うが、小規模校といっても数人しかいないよ

うなクラスであると弊害はあると思う。学校とは勉強を学ぶだけでなく、どちらかというと

社会性や人間関係を学ぶ場でもある。特に小学校ではそちらのウエイトのほうが大きいと思

う。複式になるような学校だと考えてしまうが、そういう考えを持った保護者も多い。少な

いクラスで先生がきめ細かに指導をしていただけるレベルの学校なら良いと思うが、あまり

に少なすぎるとその他の弊害が出てくる。学校の規模を変えるときは、保護者の意見を聞く

べきだ。 

 いろいろな学習方法もあるが、リーダー学習も保護者からみると、先生がしっかり指導し

ている中でリーダー学習を取り入れるのは良いが、先生が半分いないところで、子どもたち

で教え合うというのは、先生は何のためにいるのかという気持ちになる。タブレットで学習

するというのは、補助的な利用というのは良いと思うが、家でも携帯やタブレットを子ども

たが触っていて、保護者はその時間を減らしたいと考えているのに、日常的にタブレットで

勉強するとなると、そこはどうかと思いたくなる。学校には適正人数というものがあると思

う。 

 例えば、地域に小学校がなくなると、地域に子どもたちの声がなくなり町に活気がなると

いうのは確にあると思うが、校舎が残っていて、日積や伊陸に新しく公民館と併せて多目的

に使えるような校舎にしているので、放課後児童クラブは、各地域の元の学校に戻って、放

課後を過ごすような工夫をすれば、地域から子どもの声が遠のくことはないと思う。子ども

の数はある程度いるほうが切磋琢磨していいのかなあと思う。一人の保護者としての意見で

す。 

 （西原委員） 

 大きくても、小さくても、メリット、デメリットはあると思う。１００点を取るというの

は難しい。着地点をどこに持っていくのかということになる。学校の適正規模という意見が

あったが、柳井市の教育においてどれが適正かというのを見出していかなければならない。 

 教育長からの説明について、質問ですが、リーダー学習は単式の場合でもあるのか。 

 （教育長） 

 単式でもリーダー学習はある。リーダー学習とは、単式でも学習リーダーをつくって、主

体な学びをつくるということである。柳井市としてアクティブラーニングを進めているが、

子どもたちが如何に主体的に学ぶかを先生方が工夫しておられる。教室の中で、この時は、

この瞬間は、この人が学習リーダーとなり、この週はあの人がなるというものを決めていく。

このことは重要なことである。グループで話し合いをするときには、「あなたがリーダーだよ」

ということで司会などをする。こういうものも学習リーダーですが、もう少し体系的に授業

に組み込んで行うことを先生方に工夫してほしいと思っている。 

 ところが、日本の現状は、学習指導要領というものがあって、教科書をきちっと教えてい

かなければならないようになっている。１年間きちっと教えようとすると時間が足りないの

が現状である。 

 （西原委員） 
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 学指指導要領というのは、何パーセントぐらい占めるのか。 

 （教育長） 

 学習指導要領は必須なので、全部教えることになる。そうしないと未履修となる。 

 （西原委員） 

 総合的な学習のような自由な時間はあるのか。どのくらいとれるのか。 

 （教育長） 

総合的な学習は週２時間である。 

 （中本課長） 

今はかなり減ってきたが、多くて週２時間で、年間５０時間から７０時間である。 

 （教育長） 

この中で地域の方と交流をしたり、いろんなことをしていると時間が取れない。量がきま

っているので、きちっと子どもたちに教えようとすれば、教え込むような一斉授業からなか

なか脱しきれないところがある。ものすごく工夫しなければ自由な時間がとれない。コンパ

クトにつめて、きちんとポイントを教え、うまく仕組むのは教員の裁量となる。それがうま

い教員は授業がうまい。 

（厚坊委員） 

私が若い教員のころは、詰込み式の一斉学習だった。それが平成の初めごろに大河内君い

じめ事件が起きた。詰込み教育の影響でいじめが起きたということで、ゆとり学習がでてき

た。その時に、総合的な学習の時間も増え、そういう中で、地域とコミュニケーションを図

るなどのいろいろな取組を行った。 

しかし、ＰＩＳＡという国際学力調査で、日本はこれまでトップクラスであったが、学力

順位が下がり、学力をつけなくてはいけないということで、学力、学力と言い出し、今に至

っている。この間、総合学習の時間はどんどん減らされてきた。全国学力・学習状況調査の

中で、山口県は全国で何番、柳井市は何番という現状があり、先生方は学力をつけなくては

いけないということになった。その中で、リーダーだけの活動をやってしまうと、反復練習

時間が少なくなって、意外と学力が上がってこない。そこに先生方や管理職のジレンマがあ

る。いろいろな思いがあるけれど、学力をあげないといけない。大阪市は、学力が高い学校

に予算をつけると新聞報道があった。先生と子供がしっかりふれあい、自分たちで学習して、

リーダーシップを発揮しても学力は上がってこないのでジレンマに陥ることになる。 

 （市長） 

学力の話が出たので聞きますが、大規模校だから学力が高いと低いとか、小規模校だから

どうだとか、一般的に学力に違いはあるのか？ 

 （教育長） 

特に学力に差はないと思う。ただ、小規模校は、友達関係や体験なんかは不足する。体験

もいろいろあるが、どうカバーしていくかということになる。隣の学校と一緒に学習すると

か、テレビを利用して一緒にやるとか、学期に２回ぐらい大規模校に行って勉強するとか、

１年から３年までが一緒に学ぶ「イエナプラン教育」などで補完していかなければならない。

学力というのは捉え方が難しいところがあって、ペーパーで点数が上がったから学力が高い

というのではなく、総合的な学力というか、生きる力を持っていると学力が高いということ
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になる。点数は一部の学力だと思う。 

 （市長） 

教育長がおっしゃるように、学力に関しては大規模校も小規模校も関係ないということで

すね。その一方で、人数が多いほうが友人も比較的多くなるし、経験もできると言われてい

ますが、大規模校でもおとなしいタイプはあまりできない場合もあるし、逆に小規模校でも

活発なタイプで、スポ少などでいろんなことをやって経験を積む人もいる。固定観念で小規

模校だから交流がないときめつけることができないと思う。 

 （教育長） 

 ハンディキャップがあるのは、どちらかと言えば、小規模校のほうが大きいと思う。スポ

ーツをやるにしても６人でサッカーをやるよりは、十何人でサッカーをやるほうがいいだろ

うし、レベルも技術的に高い子がいれば、レベルは全体的に上がってくる。条件としたら、

学力もスポーツもレベルの高い子がいる大規模校のほうがいいと思う。小規模校でもレベル

が高い子がいれば変わるかもしれない。小規模校は、やっぱりハンディがあるので、工夫し

ないといけない。大規模校の場合は、気を配る部分ができなかったり、いじめに気が付かな

いなどのハンディもある。大規模校は生徒指導面において小規模校よりたくさんあると思う。

どっちがどっちと言えないが、大規模校のほうが利点は大きいと思う。 

 （市長） 

 小規模校といわれている学校のほうが、地域との結びつきは強いと思う。日積小学校でも

地域のいつものメンバーが駆けつけていただいていた。そういう経験は小規模校だから蓄え

ることができるということだと思う。人数が必要なサッカーについては、小規模校に属して

いてもスポ少なんかに行けば、やることができるような仕組みを構築していく必要がある。

柳井市という町の中で、ハンディという部分を補っていかなれればならないと思う。 

 （教育長） 

 それの一つが、スクールコミュニティだと思う。 

 （西原委員） 

 大規模校にしても小規模校にしても、メリットとデメリットがある。だから、メリットを

引き出す。デメリットはカットしていく。その手法を地域の人と練り上げていく。そのプロ

セスが教育だと思う。 

 企業の立場から言うと、学力は個人差がある。総合力を持って国際社会の中で打ち勝って

いかなければならないという観点で見ると、読み書きそろばんは揃っているほうが良い。小

規模校ではだめなのか、大規模校ならいいのかという、明確な回答は非常に難しいと思う。

これを分析するためには相当の時間がかかると思う。両方のメリットを生かしていくという

のが我々大人の使命だと思う。 

 それでは、時間もないので、中学校のほうの課題にいきたいと思う。 

 （教育長） 

 大畠中学校について、平成３１年度の新入生は女子のみの８人となる。先ほど説明した

状況である。うず潮教育ネットの代表者の方と話したとき、私たちがやったことは、かえっ

て迷惑をかけていたかもしれないと話されたと聞いたが、うず潮教育ネットはいろんな方が

集まって、小中学校のために、全国でも例を見ないぐらい取組をされている。それとこれと
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は違うと思う。小中学校も連携して取り組んでいるのにも関わらず、結果的にこうなった。

野球部が現在２，３人のため、今年の秋以降は野球部が存続できなくなることから、男子が

柳井中学校や他所の中学校を選んだようである。 

 （西原委員） 

 うず潮教育ネットは、私も一緒に協力させてもらっているが、大上さんを中心に大変頑張

っておられる。地域と学校が一体となって推進している。何とか学校に協力したいと、地域

の人のモチベーションは上がっているが、あくまでも当事者は子どもたちであり、その保護

者である。いろんなニーズがあると思うが、可能な限り地域が頑張っている姿を見せるとい

うのは大切だと思う。大畠地区では一丸となって取り組んで来たが現実はこのような結果に 

なってしまった。 

 （教育長） 

 中学校の３年間は、高等学校の橋わたしとなり、勉強もしないといけないし、入試もある。

高校と小学校の中間点にあり、重要な時期である。このまま女子中学校となれば、学校の機

能が果たせなくなる。いろんな活動に支障が出るので心配している。 

 （西原委員） 

 ある程度の規模が必要というのは先ほどの話からも伺えるわけであるが、校区を変更する

ということはできないのか。 

（桑原教育長） 

 雑談程度で話していることであるが、大畠中学校だけは他地区から１０人までは行っても

いいという制度をつくるとか。もっと極端に言うと、柳井南中学校が統合されると、市内に

大中小の中学校が３つできるので、全部選択制にするとか。そのような話も出るぐらい大畠

中学校の存続について心配をしている。 

 実際に、保護者の方から電話があって、大畠中学校はどうなるのか。統合したほうが良い

のではないかという意見もあった。 

 （西原委員） 

 何か良いアイデア、提案はないか。 

 （河岡委員） 

 以前にも話したことはあるが、小中一貫校をつくるとか、勉強で突出した学校をつくると

か、特色ある部活動をするとか、特色をつくればそれぞれ分散するのではないかという意見

を言ったことがあるが、それは今の教育制度では難しいということだった。中学校を１校だ

けでは問題がある。大規模校に適用できない子も増えているので、その受け皿として中規模

や小規模の学校も必要だと思う。柳井中学校に流れるのは、部活の関係で動いているので、

そこをどうするかということになる。個人でもできる囲碁、将棋部、科学部をつくるとか、

部活について考える必要があると思う。保護者から、運動が苦手なのに文化部がないと聞く

ことがある。運動部に入りたくないけど、部活がないので、仕方なく運動部に入っていると

う。いずれにしろ各学校に特色を持たせないことには厳しいと思う。 

 （西原委員） 

 部活は工夫しながら選択肢を増やす必要があると思う。 

 （教育長） 
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 柳井中の不登校生徒が大畠中学校へ行って、うまくいっている実績がある。小規模校の良

さでうまくいっている。柳井中は不登校の生徒が多い。 

 （西原委員） 

 確かに、大畠中学校の校長もしっかり取り組んでおられるので、大畠中で成果をあげてい

る生徒もある。小規模校のメリットもあるので、良いところを伸ばすことが大切だと思う。

いずれにしてもバランスが取れていることが一番いいことだと思う。 

 （市長） 

 柳井中校区から大畠中へ行った事例がありましたが、不登校以外で大畠中学校へ行った具

体的な希望ありますか。 

 （教育長） 

 今はいないですが、理由によっては可能です。メンタル的な問題を抱えて小規模校に行き

たいという希望なら可能だと思う。 

 （市長） 

 現状は、理由がないと大畠中学校には行けないということですね。小規模の中学校ならで

はの良さをＰＲして、希望者が大畠中学校へ通学できる仕組みをつくる場合、何かハードル

があるのか。 

 （教育長） 

 実際にするかしないかは別であるが、教育委員会会議で決定すれば可能だ。 

 （西原委員） 

 それは、１つの案ではありますが、今の形で問題であるなら、教育委員会会議で課題解決

に向けて検討したらいいと思う。生徒数に課題があれば増やすことを検討する。増やすため

には大きく２つの方法があって、１つは統合、或いは、多い方から小さい方へ持っていく。

もっていき方にはいろいろ手法があると思うが、それをどう試みるかということだと思う。 

 （河岡委員） 

 柳井中学校に来るのは行きやすくて、柳井中学校から他の中学校へ行くのは行きにくいと

いうことか。どこも理由があれば、同じ条件で動けるということですよね。 

 （教育長） 

 理由があれば、どこも同じ条件です。 

 （厚坊委員） 

 生徒の中には、大規模校より小規模校でやりたいという生徒もいるかもしれない。保護者

は意外とそのノウハウを知らないのかもしれない。 

 （河岡委員） 

 そういうことはないと思う。現状は他所からどんどん移っている状況だ。 

 （厚坊委員） 

 多くの保護者は、部活が理由になるということは知っていると思う。生徒の中には小規模

校に行って、その中でリーダーになりたいという生徒もいると思う。宣伝の仕方で、何人か

は小規模校に行ってみたいとう者もあると思う。 

 （河岡委員） 

 積極的にアピールするということは、実質、学校区を取っ払うということになりますね。 
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 （桑原教育長） 

    選択制にするということになる。 

 （厚坊委員） 

それをやってしまうと、小規模校の生徒がますます減ってしまう可能性がある。それが

ネックとなるので難しいと思う。 

 （教育長） 

 他県の例をみると、だいたい失敗している。東京都も早くからやっているが失敗してい

る。 

 （河岡委員） 

 明らかに何かを特化させてやらないと、特色を出していかないと、保護者としては難し

いと思う。 

 （西原委員） 

 目的意識をしっかり持って、端的に自由にするというのではなく、失敗しているならそ

れを教訓にして検討していくことが必要だ。 

 （教育長） 

 全部自由選択制にしたら、あるところだけに集まって、結局、他が潰れそうになって、

やめた例が多い。 

 （西原委員） 

 少ないから増やしたいという目的だから、河岡委員がおっしゃったように特色を出して

いく、ここに行ったら、何かを学べるなどの利点が必要だ。 

 （河岡委員） 

今の制度でどこまでそれができるのか。大畠中学校は英語で授業する学校にする。柳井西

中だったら理科に突出した学校にする。そういう教育は可能なのか。 

 （教育長） 

 学習指導要領があるからできない。公立は公教育なので、公教育の役割は私学とは違う。

私学なら英語に特化し、授業を英語だけでやるというのは可能だ。英語ができない生徒は

入学しなくてもいいということでやれる。公教育の役割は外せない。 

 （河岡委員） 

 それなら、その中でどれだけで出来るかということになる。 

 （横山委員） 

 自由選択性で失敗したというのは、中学校のことで、小学校ではないですね。 

 （教育長） 

 中学校のことです。小学校は周辺の学校がなくなったら大変なので、自由選択性は考え

てはいません。 

 （市長） 

 通学区の変更については、不登校などの特別な理由がある場合に限り変更ができるもの

としているが、校区を取っ払うということではないが、小規模校を盛り上げるために、単

純に小規模校を希望する場合は通学区変更を認めることも可能であるということですね。 

 （教育長） 
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 それは可能であるが、ルール変更の手続きが必要である。平成３２年度中に柳井市立小

中学校整備計画の見直しを行うので、そこの中で検討も必要だ。 

 （西原委員） 

 柳井市立小中学校整備計画の見直しにあたっては、今議論したことも踏まえて、校区の

自由化とか、大規模校では自分を生かせない場合、小規模校を選択できる制度も検討した

らいい。 

 （石岡課長） 

 大畠中学校に行くことだけ、自由にすることはできるのか。 

 （教育長） 

 それはルールを変更しなくてはいけない。ハードルが高いと思う。 

 （西原委員） 

 ルール変更は、柳井市教育委員会会議で決定すればできるのか。県教育委員会にお伺い

を立てて変更することになるのか。 

 （教育長） 

 ルールを変えるときは、保護者、地域、小中学校等のいろんな意見を聴く必要はあるが、

通学区域の変更は、柳井市で決めることができる。自由選択性にしても柳井市で決めるこ

とは可能である。 

 （西原委員） 

 以前広島県に視察に行ったとき、わざわざ複式学級にした学校があった。テスト的に実

施していた。 

 （教育長） 

 先ほど説明したリーダー学習は、複式はやりやすいと思う。環境的に先生が２つをみる

ので、自分たちで勉強するようになる。ただ、条件があって予習をしなくてはいけない。

宿題の形骸化の問題があるので、校長先生方には、やる気にならない宿題をださない、意

欲を持てるような宿題を出すようにと言っている。予習を宿題にして復習はしない。反転

学習は予習が必要ですが、佐賀県武雄市では反転学習を取り入れ、予習をして次の授業を

受ける取り組みを行っている。全部はできないが、算数や国語だけは宿題を予習に変えて

やったら、子どもたちにものすごく力がつく。リーダーとなる子どもが、明日みんなに教

えないといけなとなれば、ものすごく勉強する。 

 （西原委員） 

 リーダー学習は、正に吉田松陰や月性がやっていたことである。 

 （教育長） 

 昔の学習はそうだったと思う。今の学習は、子どもに手取り足取りし過ぎだ。やらされ

ている学習から脱しきれていない。主体的な学びが必要である。 

 （西原委員） 

 今一度、原点に戻して、柳井市としての特色ある教育を打ち出していけばいいと思う。 

 （教育長） 

 アクティブラーニングを２月１９日に柳井小で行うので、時間がある方は是非おいでい

ただきたい。 
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 （西原委員） 

 本日は、市長には教育委員の立場になっていろいろと議論していただきました。誠にあ

りがとうございました。 

 

（４）閉会 

教育部長から、総合教育会議の閉会の宣言があった。 


