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第３回 新たな「札幌市教育振興基本計画」検討会議 議事録 

 

日  時：平成 25年６月 25 日（火）９時 30分～12 時 

場  所：札幌市教育委員会４階 教育委員会会議室 

出席委員：大久保会長、梶井副会長、室橋委員、河野委員、飯田委員、竹谷委員、稲邊委員、林委員、 

          星野委員、丸谷委員、三宅委員、秋山委員、塚野委員、富田委員 

欠席委員：長沼委員、永根委員 

事 務 局：梅津生涯学習部長、平井企画調整担当課長、田村栄養指導担当課長、井口教育推進課長、 

田中生涯学習推進課長、齊藤指導担当課長、勝田研修担当課長、春田教育相談担当課長、 

小松中央図書館管理課長、渡辺中央図書館業務課長、信太調査企画担当係長、 

札場調整担当係長、近藤生涯学習係長、塩越学びの支援係長、工藤指導担当係長、 

佐藤指導担当係長、田中特別支援教育指導担当係長、末原研修担当係長、片岡人事係長、 

福澤中央図書館調整係長、松岡調査企画担当係員、大津調整担当係員 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題  

今後のスケジュールについて、資料１により、事務局から説明を行った。 

 

⑴ ビジョン 

資料２・資料３について、事務局から説明を行った。 

 

＜大久保会長＞ 

 札幌市教育の目指す人間像について、事務局としては資料２にあるように意見を踏まえ検討中との

説明があった。 

 そのことについて１点、感想を述べさせていただきたい。私自身の経験だが、アメリカのウイリア

ムバーグという街に行った際、現地の人たちは自分たちが住んでいる土地のことを本当によく知って

おり、自分の土地のことを凄く誇りに思っていると感じた。ところが日本や札幌は、意外に自分たち

の都市について知らない。北海道で言えば、アイヌの人たちのことをよく知らないということがある。

そういうことはよくあると思うが、自分が生きている所について知っていくこと、そのことを知って

もらいたいと思う気持ちが凄く大事だと思う。 

「基本的方向性」について、前回議論を踏まえて説明いただいたが、委員の皆様から意見があれば

お願いしたい。 

 

＜林委員＞ 

第１回会議で、今回の教育振興基本計画と、札幌市まちづくり戦略ビジョンとの関係について、事

務局から説明があった。いずれも札幌市にとって、根幹となる基本的な計画であると思う。そう考え

ると、絶対にお互いに補完関係になければいけないと思う。そういった観点でもう１度見てみると、

戦略ビジョンの方はものすごくアクティブなことが書いてある。今回の計画は、今までの計画やしが

らみを引きずっており、ネガティブに感じる。 

また、第１回会議の参考資料 10として中教審の第２期教育振興基本計画素案があった。これは大学
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まで含まれているので、少し範囲が違うと思うが、４つの基本的方向性として、札幌のことを言って

いるのではないかというぐらい的確に書かれている。とにかく一人一人の人間に社会を生き抜く力が

全然無いと。 

これらまちづくり戦略ビジョンや中教審の計画と今回の計画との関連が、どの程度今回の計画に入

っているかと考えると、かなり薄い気がする。もう少しポジティブな計画の方が良いのではないか。 

そう考えると、資料２にも意見が書いてあるが、「自立した札幌人」とはどういうことなのか再度考

えて、もっと違う形のものにしていかなければならないのではないか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

基本的な考え方としては、戦略ビジョンは札幌市全体の計画であるため、今回の計画とも関連付け

て検討している。例えば、国の振興基本計画でも、「グローバル人材等の養成」が謳われており、戦略

ビジョンでも、「創造性や国際感覚豊かな人材の育成」が謳われているが、今回の計画においても、そ

れらを踏まえた考え方を持っている。あとは委員の皆様が御覧いただいたときに、表現として押しが

足りないという部分は御指摘いただければと思う。 

「自立した札幌人」については、現在検討中だが、２行目に掲げている、「ふるさと札幌に根ざし」

「国際的な視野で」という部分がある。どちらを強調すると言うものではないが、当然国際的な視野

でもアクティブなところを打ち出していくべきと考えている。 

 

＜大久保会長＞ 

それでは次の議題に進みたい。アクションプランについて事務局から説明をお願いしたい。 

 

⑵ アクションプラン「自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進」 

資料４・資料５について、事務局から説明を行った。 

 

＜大久保会長＞ 

本日議論いただきたいのは、資料５にある基本施策のうち、1-1 から 1-6 までとのことだが、資料

４・資料５全体についても何か意見があればお願いしたい。 

 

＜秋山委員＞ 

アクションプランについて説明をいただいたが、新計画の構成と計画期間ではアクションプランは

前期と後期に分かれている。本日提示されたアクションプランの素案では、その前期・後期という区

別はあるのか。それとも前期・後期 10年間を通したものなのか。 

また、提示されたアクションプランの事業・取組内容については、現在既に取り組んでいるものが

かなりあるという印象。特に新規の事業・取組というのはどれなのか教えていただきたい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 今回提示したアクションプランについては、前期の５年に関するもの。後期の５年間については、

前期を踏まえて４～５年後に改めて検討する。 

事業・取組内容については、これまでのもので継続していかなければならないものも多く、総花的

になってしまう印象はあるが、改めて力を入れていくものもある。例えば、1—1-3 の「進路探求学習

の充実」。自己肯定感を培っていく中で、目標や夢を持つためのきっかけ作りが必要で進路探求学習に

力を入れていきたいという方向性を持っている。また、1-3-1 の「雪」・「環境」・「読書」については、
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これまでかなり成果が上がっているので、更にグレードを上げていきたいと考えている。 

科学的リテラシーについては、青少年科学館を中心としながら色々な形で理科教育を高めていくた

めに、力を入れていきたいと考えている。 

 

＜林委員＞ 

 前回の会議で、過去 10 年間を振り返り、良かった点・悪かった点、到達したところは何処だったの

かを１度整理をしようという意見があった。そういった視点から考えると、10年間やって駄目だった

ものをまた、10 年間やるという人は誰もいないのではないかと思うので、見切りをつけるなどの整理

が必要かと思うが、それについてはどうか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 前回御指摘いただいた点について、今回資料６として、第１回会議の資料６を修正したものをお配

りしている。修正前資料の構成では成果と課題が一緒になっていたが、修正後は、これまでの取組及

び成果として、これまでの傾向をお示しし、続けてどのような課題があるかということをお示しして

いる。 

 また、関連するデータとして幾つか抜粋したものを掲載し、更に第１回会議で配布した参考資料９

の関連ページについて記載させていただいた。 

 

＜飯田委員＞ 

 先ほど秋山委員からも指摘があったが、アクションプランの表に書かれていることは今かなりやら

れているように感じる。目新しくないからいけないということではないが、裏返して言えば、今のも

のを継続していけば、この新たな教育振興基本計画が実現されていく、というように受け取れる。今

のままでいけばいいのか、という感覚を持ってしまう。それで良いということであればそれで良いと

思うが、これから 10年間の計画を立ててやっていくということであれば、今やっているものから少し

離れてみるという手もあるのではないか。 

 

＜大久保会長＞ 

 ただいま飯田委員から発言のあったことについて、今やっているものから離れようとする場合には、

今までやってきたことについての整理・まとめというのは必要だと思う。事務局でも実際にそういう

ことを考えながら進んでいるとは思うが、この先 10年間を見据えると考えるとどうなのか。 

 

＜丸谷委員＞ 

 アクションプランの素案の中に幼児教育をどう考えていきたいかということが見えない。ここに今

２枚もののプリントで札幌市が目指す学ぶ力というものが示されており、「自ら課題を見つけ、自ら学

び、自ら問題を解決する資質や能力等」と書かれている。 

しかし、子どもたちはいきなり自ら課題を見つけるという段階にいくのではない。その前の幼児期

に、人と物との関わりを通して、人とどのように関わったら良いのか、様々な物を使って、自分が生

きる中で何を選択していったら良いのかという体験をする時期がある。このことについて札幌市はし

っかり考えていかなくてはならないのではないか。そうでなければ、何年やっても豊かな札幌市の幼

児教育から小学校・中学校の教育とあがっていく生涯学習というものは確立されないのではないか。 
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＜事務局（調整担当係長）＞ 

 丸谷委員からの指摘通りの部分はある。しかし、行政で作る幼児教育の範疇として、市立幼稚園に

関してはある程度積極的にいえる部分があるが、私立幼稚園については御協力いただきながらやって

いかなくてはならないという部分がある。何処まで打ち出しをしていいものなのか悩むというのが正

直なところ。考え方としては小学校以上の学校教育を中心に表現させていただいてはいるが、幼稚園

にもエッセンスの部分で関係するところは取り組んでいただきたい。例えば「雪」や「読書」といっ

た部分を通じて自己肯定感を育んでいただくなど。指摘をいただいたので、そのあたりを強調し、ま

た補足させていただきたい。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

 丸谷委員からの指摘について、文言については、幼児教育についてどのように表現をしていけばよ

いのか正直悩むところ。ただ、勿論計画の内容は幼児教育も含めて考えている。 

指摘のあった「自ら課題を見つける」という文言について、幼児期は、友達同士の遊びの中で学ん

でいく要素が大きい。そういった友達とのやり取りの中で、友達と上手くやっていく、順番に待つと

いったことも、ある意味では課題と捉えることができる。文言を発達段階に応じて読み替えることに

なり、苦しい形ではあるが、幼児教育についても考えているということで補足させていただく。 

 

＜丸谷委員＞ 

 私立幼稚園は札幌市に 132 園あり、各園で色々考えてやっている。市立幼稚園は各区に１園あり、

研究実践園としてしっかり位置づけがされている。私立幼稚園を単に特別支援教育を扱う機関という

位置づけで、特別支援の部分だけ連携するのではなく、子どもたちの学びの場として札幌市がどう考

えているのかを、アクションプランに具体的にわかりやすく入れていただきたい。札幌市としては市

立幼稚園があるのに幼児教育を軽視しているように感じる。 

 

＜竹谷委員＞ 

 幼児教育は教育全般の根幹に関わるものだと思う。そのため、やはり優しい言葉で、基本的方向性

を先生方に指導するような体制が必要ではないか。役所言葉ではない一般の言葉で指導していく、教

育していく、私はこれが教える中で１番大事なことだと思う。 

それともう１つ、５年間のアクションプランを実行した際、毎年これに対する反省、良い点・悪い

点の検討を有識者・学識者にしてもらい、軌道修正しながら進めていくということが大事だと考えて

いる。 

 

＜三宅委員＞ 

 丸谷委員・竹谷委員から発言があったことに関して、例えば、「分かる・出来る・楽しい授業の推進」

の部分、文言の中には体験的活動についても書いてあるため、実際にこのアクションプランの表を市

民に示す際、ここに入ってくる文言を分かりやすく出来るとよい。実際は幼児教育も学校教育の中に

入っているので、そのように解釈できるよう配慮していただきたい。 

 

＜梶井副会長＞ 

就学前教育に財政配分をしていく方が社会的な効率性が 終的には高まるのではないかと言われて

おり、就学前教育が欧州ではトレンドとなっている。その意味では日本は少し遅れていると思う。 

三宅委員・丸谷委員から、1-1-1 に就学前教育、幼児教育を入れてはどうかという発言があったが、
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例えばハード面である 2-2 の「豊かな教育環境づくり」に入れてはどうか。ここにはっきりと、就学

前教育の充実という形で、具体的な就学前教育の環境整備をしていく必要がある、というように表現

していくほうがはっきりと位置づけられるのではないか。 

 

＜大久保会長＞ 

 学校に入る前の子どもたちはソフトな面も凄く大事である。幼稚園の先生方は、小学校の先生方に

幼稚園でどんなことをやっているかを見て、小学校教育に携わって欲しいということをよく言ってい

る。 

 

＜梶井副会長＞ 

 入れやすさという意味では、2-2 に入れたほうが良いのでは。それでソフトは必ず付いてくるとい

う考え方もある。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 全体を細かくは説明していないが、梶井副会長からあったように、2-2 の中に幼児教育センターと

市立幼稚園、このセンター機能をどのように充実していくかという課題は盛り込んでいる。ただ、幼

児教育までしっかりやっていくという部分が見えているかというと、そこはもう少し検討が必要かと

思う。 

 

＜星野委員＞ 

 この１番右側に書いてある事業・取組内容の部分が包括的な表現となっているため、幼児教育が読

み取れないというような問題があるのではないか。この取組内容は今後具体化されて提示されること

はあるのか事務局に確認したい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 この検討会議では、この１行程度の内容でそれぞれ説明するのが精一杯。これ以上細かく説明する

と時間が足りない。 

 

＜星野委員＞ 

 了解した。我々は提示されたものに基づいて意見を出していけばよいということでよろしいか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 特に関心がある部分で、細かい内容を説明してほしいということであれば、それぞれ説明できるこ

とはさせていただきたい。 

 

＜星野委員＞ 

 了解した。 

 

＜富田委員＞ 

 先ほど丸谷委員からも発言があったが、プラン全体を見ると、小学校・中学校に対する表現となっ

ており、幼稚園から小・中・高校にかけてどのように育てていくのかがなかなか見えてこない。幼と

高が付け足しという感じがする。 
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 また、先ほど飯田委員から発言があったが、このプランを見ると今までやってきたことだなと感じ

る。これからどうするかというプランについて、もう少し考えていただく必要があると思う。子ども

たちの学ぶ意欲を高めるためには、札幌市としてできる出口、卒業した後どういう道があるのかが見

えることが重要。インターンシップをやっても進路探究セミナーを十分やったとしても、そこが見え

なければ生徒たちは夢を描けない。 

 特別支援教育については、障がいのある子どもに限定されている。平成 19年に文科省から出された

特別支援教育の在り方の中に、特別支援教育の中には、家庭環境の中に大変のものを抱えている、貧

困である、不登校経験で大変な状況になっている、そういう子どもたちも含むという記載がある。更

に、それが全ての子どもたちに関わっている教育であり、だから共生教育、共生社会だと。アクショ

ンプランでは 1-4 と 1-2 に特別支援教育と共生が分断されている。もう少し大きな捉え方をしていた

だきたい。 

 

＜稲邊委員＞ 

 幼児教育に関しては、母親たちの間で早期教育への意識が高まってきており、幼稚園の頃から学力・

教育の格差が広がっている。小学校入学時にはかなりの格差が出来上がっており、学校教育では格差

が埋まらないという状況があると聞いたことがある。現代のグローバルな時代、多様化の時代におい

て、知識を蓄えることだけが教育の全てではないというのは言うまでもないが、「学び」の一方向性と

して知識・技能の定着は必要だと思う。そういう状況下で子どもたちが「分かる・できる・楽しい」

という部分を実感できる学びをするとなると、子どものレベルに合った、習熟度別学習のような形、

もしくは少人数制で授業に臨むという形で、子ども１人１人に極め細かい対応をしていくべきである。

そうでなければ、その先もっと格差が広がっていく。 

また、「浮きこぼれ」という上の子たちが楽しめない状況もあるが、習熟度別学習によって、その子

たちにも学びが楽しいという状況を作ってあげられる。 

どのくらいのレベルの格差があるか等、学校の先生方がそれぞれ把握するのは大変かもしれないが、

とても大事なことと感じる。 

 

＜丸谷委員＞ 

 ただいま稲邊委員から発言があったように、今幼児教育は多様化しており、そのニーズに応えるば

かりになってきている。子どもにとって本当にそれでよいのかということを考えなくてはならない時

期だと感じる。だからこそ札幌市として、計画にしっかりと幼児教育について入れていただきたい。 

一般市民が読む際、特に保護者の方に、本当に良い幼児教育が何なのかしっかりと理解してもらえ

るような方向性を計画に盛り込んでいただきたい。 

 

＜竹谷委員＞ 

 私は時折小学校・中学校へ行き授業を見るが、授業の中での格差は、塾に行っている子といってい

ない子で生じていると思う。小学校では、授業についていけない子に対し、ティーム・ティーチング

の先生が手を挙げた子どものところに行く、といった取組により、授業を何とか覚えさせたいという

工夫をしている。 

ところが中学校になるとますます格差が広がり、ついていけない子はどうするかというと、授業中

廊下に出て、走りまわる。他のクラスにも仲間がいて廊下で騒ぎ出す。 

塾に行っている子といない子の格差について、お金を持っている人と持っていない人でしょうがな

いと言われればそれまでだが、教育委員会としてはどう捉えるのか。 
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＜塚野委員＞ 

 今の荒れる子どもたちについては、難しい問題があるとは思うが、１人１人の良さに気づかせ、自

己肯定感をしっかり育ててあげることが重要ではないか。 

札幌市内全体で見ると、全国学力・学習状況調査では全国平均を上回る点数を取っており、全体の

レベルとしては高い。 

中学校の人間として思うのは、雪・環境・読書という札幌らしい教育と言うのは、朝読書は全部の

学校でやろうということになってやっているし、子どもたちもその時間帯はみんな一生懸命に本を読

んでいる。雪についても、中学校ではスキー授業が復活してきている。 

中学生は高校入試があるので、勉強する部分が多いと感じるが、ただ、自立した札幌人のイメージ

としては、精神的にもタフで、身体もタフな人間でなくてはいけないと思う。 近私の学校では驚く

ほど怪我人が出る。 

今、小学校では雪・環境・読書のほかに、朝の時間、もしくは中休みといといった時間を使って全

校で体力向上に向けて取り組んでいるところがあるが、遊びの中で身体を動かすという点に関しては、

幼児教育に期待したい。体力と知力の向上は相乗効果にあると思うので、知徳体の調和を図っていく

ということを考える、アクションプランの中では体の部分が少し弱いかなという気がする。 

 

＜大久保会長＞ 

 先ほどから話題に出ている学力差について、学校で考えている学力とは違うところがあるのではな

いか。事務局いかがか。 

 

＜事務局（指導担当係長）＞ 

 学ぶ力について、事務局では多少広い概念で捉えようとしている。勉強ができるということを、テ

ストの結果で捉えやすいと思うが、テストの結果は良いがその勉強は嫌いという子もいる。本当に我々

としては、色々な事に自分から働きかけていくような子ども、あるいは、考えて自分で答えを見出し

ていくような子どもを育てていきたいと思っている。 

学力差と言ったときに、テストの結果だけで差があると見るのではなく、学ぶ意欲、先ほど塚野委

員が言ったように、その子の良さを見る。テストの点数以外にも様々な尺度を持って子どもを見て、

良さを伸ばしていきたいと考えており、これについては今後もっと打ち出していかなくてはならない

と考えている。 

 

＜大久保会長＞ 

 数学で言えば、計算は出来る、だけどどうしてそうなるのか分からないというのではなく、こうい

う計算でやればいいのか、と分かる力を学校は目指しているのだと思う。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

 個々の課題がある子どもたちに対しては、学校としてもこの子にはもう少し手を掛けなきゃいけな

いなと思う。そういったところにどう手立てをとっていくかということを認識していかなければなら

ないと考えている。 

 

＜秋山委員＞ 

 前回の会議では 14 の基本施策が示されていた。今回資料４では更に 37の施策が挙がっている。今

後、会議の中でこの 37 の施策の枠組みを増やす、あるいは、動かすことは出来るのか。それとも 37
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の施策を基本として更に具体的なあり方を考えていくのか。 

 

＜飯田委員＞ 

 先ほど事務局が言った、私立幼稚園となると何処まで打ち出していいものか悩むということが非常

に象徴的だったが、この教育振興基本計画の中では、義務教育と市立幼稚園という今札幌市として運

営しているものが中心となっていくというのが自然の流れという部分がある。 

もうそろそろ市立の幼稚園・小・中・高校という枠を超え、保育園に入る前、もしくは義務教育が

終わってから、さらには家庭について考えてはどうか。家庭の影響は大きく、役所の方々の権限や範

疇の中でどれくらい手をつけられるかわからないが、もうそろそろ総合的に考える時期なのではない

か。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 体系全般については、施策に対する具体的な議論をいただければ、こちらの方で検討する余地はあ

る。また、基本施策も含めた施策のカテゴライズが正しいかどうかについても、同様である。 

会議の 初の方でも指摘があったように、施策ごとの強弱が見えづらいという部分については検討

していかなければならないと考えている。 

総合的に考えていかなければならないということについて、生涯にわたって学び続けると記載して

ある通り、幼児期の教育から、就学後の学校教育、さらには生涯学習までを広く満遍なく体系の中に

まぶしていこうというのが、事務局の考え方としてあった。その中で、幼児教育で１本、または学校

教育で１本と打ち出してしまった方が分かりやすさはあるが、あえてそれをまぶしているがゆえに分

かりづらいというジレンマはある。 

 特別支援教育に関しては、1-4 で全てまとめているというわけではない。細かく１つ 1 つの事業・

取組を見ていただければお分かりいただけると思うが、障がいがある子とない子の関わり合いなどと

いったことについて、色々なところに散りばめている形になっている。そのために分かりづらさが出

ているという部分があるので、今後どの程度修正できるか、皆様の御意見を踏まえた上で、検討して

いく。 

 

＜秋山委員＞ 

 14 の基本施策についても、今後の流れによっては変わっていく可能性もあるということでよろしい

か。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 あまり抜本的にと言われると困る部分もあるが、できる限り検討したい。 

 

＜梶井副会長＞ 

 ただいまの秋山委員の発言について、例えば 1-4 に特別支援教育とあるが、今は障がいのあり・な

しという線引きが難しい。誰が特別支援を受けることができて誰が特別支援を受けることができない

のか、線引きをしなくてはならない。これは 10 年後を考えたとき大変古い観念になると思う。そうす

ると例えば特別支援教育という言葉自体も変えて、ねらいのところの文言変更についても検討会議で

提言してもよろしいのか。 

また、先ほど、幼稚園から高校までの一貫した教育、その後どのような子どもが出来上がるのかと

いうところの展望がないという意見が出ていたが、その部分を 1-6 に差し込んではいかがか。このよ
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うな提案を会議で議論し、集約すれば汲み取っていただけるのか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 議論いただく中で、事務局の考え方もお伝えしたうえで一旦受けとめ、検討させていただきたい。 

 

＜林委員＞ 

 私は特別支援教育という言葉を勘違いしていたが、特別優秀な子どもに対する支援ということも考

えていただきたい。進路探究セミナーやインターンシップのようなことは、どこでもやっている当た

り前のことになっている。国際社会では、例えば、特別な成績の高校生に大学の授業を受けさせたり、

早く単位をとらせて卒業させたりしている。 

 

＜富田委員＞ 

 今の札幌市の子どもたちの現状を考えると、例えば高校にも障がいを持つ子どもたちがどんどん入

学している。その実態の中で特別支援学校・特別支援教育の領域というものがはっきりとは言えなく

なってきている。アクションプランの文言の中にはインクルーシブ教育という言葉はないが、札幌市

はインクルーシブ教育をどのようにやるのか、そういう事も含めて記載していただきたい。 

 特別優秀な子どもの支援についても入れてもいいと思うが。 

 

＜林委員＞ 

 グローバルな人材をどうやって育てるかというような、別の項目で入れていただいても構わないと

思う。 

 

＜富田委員＞ 

 開成中等教育学校ができるが、良い大学に入らせるということを目的にしているのではなく、将来

どういう自分を目指して世界に出て行くのか、そういったもの凄い発想がある。そのため、特別優秀

な子どもの支援については、直接関係はないが、そういった発想を持っている高校生というのは沢山

いるので、場合によっては入れてもいいのかなと思う。 

 

＜塚野委員＞ 

 義務教育の立場から言わせてもらうと、習熟度別はしなくてもいいと思う。様々な考えがあると思

うが、幼稚園でまず考えの土台となる体をしっかり作っていただき、小学校では本当に基礎的な勉強

をしつつ体力をつけていただいて、中学校で高校入試を経て、高校が習熟度別となる。 

中学校では色んな子がいて、本来的には、教えあったり学びあったりしながらそこで勉強する、と

いうことが一番大事な気がする。幼・小・中・高それぞれの中で何を育てていくのか、ということを

考えるに当たって、そこが中学校の原点と思っている。 

 

＜星野委員＞ 

 少し話が戻るが、個別指導の塾講師をやっていた際、子どもたちが学び方を知らないと強く感じた。

例えば、中学校で塾に通っていて良い高校に入っても、勉強の仕方を知らないままなので、成績が面

白いほど下がっていく子を沢山見た。そう考えると塾に行ける・行けないということがそのまま格差

に繋がっているわけではなく、勉強の仕方をある程度確保できるかどうかが、その後の格差が出来る

かどうかに関わる。また、生涯に渡って学ぶ意欲も、学び方を知っているかに繋がってくると思う。 
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 ２点目に、学ぶ意欲・面白さを伝えるということについて、学校ではどうしても先生が前に立って

大多数の子を一方的に教えるという教育、いわゆるティーチングが行われている。これから、格差を

埋めるのに必要なのは、ティーチングではなくコーチングだと思う。その子に合わせて、学力的な指

導だけではなく、励ましていく。そうしながら一緒に勉強できるようになっていこう、体力もつけて

いこうということを一緒にやってくれるような先生が必要になってくると思う。 

ただ、一方で、例えば英語の授業で、子どもが凄く良い発音をすると、ジャパニーズイングリッシ

ュに直されるというようなことがある。また、授業中にせっかく意欲的に発言したのに、「はっ？」と

いうような反応をする先生が現実にいる。先生も人間なので例えば仕事が忙しくてストレスが溜まっ

ていて、それがたまたま生徒に対して出てしまったということもあると思うので、先生の負担を減ら

して欲しいと思う。人材確保というのは、財政の面で大変かもしれないが、生徒１人当たりの先生の

数を増やすということ、その先生が、子どもが成績を伸ばすためのサポートが出来る人であり、かつ

そういったことが出来る環境を整えて欲しいと思う。 

発言して先生にネガティブな反応で返されるという話をしたが、これは回答率にも影響があるので

はないかと思う。自由記述欄は無回答率が凄く高い。特に自信の無い子に多い。ただ、授業を進めて

いってだんだん信頼関係が出来てくると、だんだん書いてくれるようになる。考える力が無いと言わ

れがちだが、考える力自体はあってもそれを表現する、その能力が出し切れていないというのがある。

それがあって私は自己肯定感を育むべきだということを再三言わせていただいている。 

 ３点目、インターンシップは普及してきており、多くの学校でやられていると思うが、社会科見学

で終わっているところが多いと感じている。期間が短いだとか、ＢtoＣ系の企業に終わってしまって

いるというように。世の中には裏方でいろんなことをしている企業の方が圧倒的に多い気がする。子

どもたちもそういうところで働く子が恐らく将来的には多いのでは。専門学校に進学する子が多い高

校では、何処の専門学校を選ぶかということが職業に直結するところがあるので、専門学校志向の高

校は出来るだけインターンシップの期間を延ばし、就職に関する知識を得るようにしてはどうか。ま

た、先程事務局の方から、職場体験は自己肯定感にも繋がるという話があったが、確かにそう思う。

これまで取り組んできた中で課題等を生かし、新しいインターンシップという形を作っていただきた

い。 

 

＜河野委員＞ 

 生涯学習という観点で見ると、義務教育や学校教育そのものに特化した形の文章がアクションプラ

ンの中に多いような気がする。例えば、資料４の 3-1 の「地域と学校が支え合う仕組みづくり」の説

明で「地域の教育力を引き出し学校に活かすなど」とあり、「など」がついているので幅が広いと読み

取ることは出来るが、地域の教育力そのものというのは学校に活かすのではなく、地域にいる子ども

たち全てと親たちも含めてお互いに教育し合うという、そういうことが地域の教育力だろうと思った

ときに、この文言には少し引っ掛かりを感じた。 

先ほど親の育ちの問題があったが、今の親たちは孤立化している現状があるわけで、家庭の教育力

を高めなきゃならないと思っていても、なかなか出来ないという現実がある。札幌市の子どもたちの

現状、親や地域の現状を考えると、親の家庭の教育を高めなさいという文言だけでは足りなく、地域

と家庭と学校が上手く連携を取りながらその課題を解決していくような文言とイメージを、そういう

意味で市民ぐるみで支える仕組み作りっていうのを考えていったほうが良いのではないか。まず親を

追い込めないで欲しい。若いお母さんたちも子育てしている親たちも、子どもの育て方をそんなに多

くは知らない、自分の力量っていうのはそんなに限られた中で子どもを育てているという事を前提に

してそこを捉えていけたら良いと思う。 
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＜富田委員＞ 

 家庭での教育という以前に、問題を抱えた家庭がどれほど多いかと実感している。家庭教育以前に、

子どもとの親子関係をきちんと築けていない家庭も多い。 

 

＜秋山委員＞ 

 資料４の表について、基本的方向性は 3つの柱で出来ているが、14 の基本施策をよく見ると、 

１‐１から１‐３の内容はどうも他の内容とちょっと違うような気がした。「自立」・「共生」・「札幌ら

しさ・創造性」というのはむしろ全体をくくる大きな理念のような気がして、細かく言うと学習活動

とは書かれているが、そこのところとはレベルが違うような気がする。 

言葉として残っていくものなので、同じ次元で並んでいるのか、縦の関係なのか、横の関係なのか

等、もう少し精査して用語を考えた方がいいのではないか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 考え方としては秋山委員の指摘の通り。前回の基本的方向性の部分でも、体系上は並列にせざるを

得ないのだが、どうしても学びの推進が頭１つ出ているということ。基本施策についても 14 本並べて

あるが、学校教育で考えると 1-1 から 1-3 まで頭１つ抜きん出ている存在であると考えている。 

今後一般の方々にも見せていくので、その際、分かりづらいということであれば事務局としてもこ

の体系の表現の仕方を工夫する余地はあると、御指摘いただいて感じた。 

 

＜竹谷委員＞ 

 体力の問題について、野球部と関わって感じたが、やはり体力がない。学校では少しやるものの、

結局家ではウエイトトレーニングをしていない。だからやはりこれを作っていくのは地域だと考えて

いる。学校から地域に働きかけることもしていただきたいと考えている。 

 地域と学校と家庭の３者が一体なのか、それとも特に地域と学校が先にやるべきなのか悩むところ

であるが、ともかく地域と学校がまず取り組み、それから家庭を入れるほうが良いのではないか。こ

今後も情報を集めながら発言していきたいと考えている。 

子どもたちは生まれてきたときは差など無いと思う。ともかく子どもは素晴らしいと、地域がその

ような姿勢で子どもを見て育てていくということを大事にしていきたい。 

幼児から高校生、時には大学生まで地域の行事に入れるというような、そういった取組をしていけ

ば良い面が出てくるのではないか。子どもの何か１つ良い点を伸ばしてやろうということを地域で考

えていければと思う。 

 障がいのある子どもの問題だが、北海道の取組で、学校での社会体験を取り入れた支援体制がある

という新聞記事を見た。そういったことをやっていけば、社会人として伸びるところが出てくるので

はないか。市教委にもそういった事を考えていただきたい。 

教員も、授業が増えて忙しく、いじめなど諸問題について同僚に相談する時間もないと聞くことが

ある。余裕がないからいじめや不登校といった問題に対応出来ないで振り回されている先生が沢山い

るのではないか。市教委の方々の知恵を存分に発揮していただいて、何とか良いものを文言に入れて

いただきたい。 

 

＜室橋委員＞ 

 初に戻るが、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら問題を解決するということを実現するためには、

一人一人の自発性を大事にしなければならない。これは学校教育ではなかなか難しい現実があると思
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う。 

私個人的に、特別支援教育については、特別支援の特別という２字が無くなるのが理想である。そ

こを目指すのがインクルーシブ教育でもあり、社会教育でもある。一人一人違うという事を大切にす

るということは、特別支援教育ではなくて支援教育であると思う。 

先ほど、秀でている子たちのための教育という話があったが、これはアメリカや、近いところでは

台湾が熱心にやっている。日本従来の教育は知的の機能が低い子だけを対象にし、高い子は出来るか

ら良いという形にしてきた。しかし、あることは凄く苦手でもあることには秀でているという子たち

のほうが多分沢山いる。子どもが少なくなっている日本はそういう子たちも背負っていくわけなので、

そういう子を大事にしていく配慮をしなくてはならない。 

先程テストだけではなく、色んな広い学ぶ力を育てていきたいという話が事務局からあったが、是

非その辺りが滲み出てくるような文言がこの中に入って欲しいと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

 委員の方々、本音を出し合って議論していただけたのではないか、受けとめていただけたのではな

いかと思う。 

事務局の方で求めている議論が出来たか私自身も不安だが、各委員の意見については、本当の想い

なので、検討いただきたい。今日はどうもありがとうございました。 

 

３ 閉 会 

次回の日程等について、事務局から事務連絡。 

 

以上 


