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◎概 要 

◆教育大綱の策定趣旨の説明 

（陰山氏） 

・本日のシンポジウムは、教育大綱策定を記念し、大綱の趣旨を市民の皆さんに周知す

るとともに、今後の大分市の教育を考える契機とするため開催されたもの。 

・改めて、教育長から大綱の策定趣旨について説明したのち議論に入りたい。 

 

（教育長） 

・「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、教育行政に関する目標

や施策の根本となる方針を定める「大綱」の策定が地方公共団体の長に義務付けられ

た。 

・本市では、市長と教育委員会が対等な立場で協議・調整する場として設けられた「大

分市総合教育会議」において議論を重ね、パブリックコメントを実施した上で、平成

２８年２月に「大分市教育大綱」を策定した。 

・「大分市教育大綱」は、「豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ」ことを基本理念

とし、全体を５つの基本方針と７つの目標で構成している。  

・内容としては、変化の激しい社会を力強く生き抜くため、「確かな学力」「豊かな心」 

「健やかな体」をバランスよく育むとともに、社会教育の推進や文化・芸術やスポー

ツの振興を図るなど、これまで以上に市長部局と教育委員会が密接な連携を図り、ふ

るさとに誇りが持てるひとづくりを進めようとするもの。 

・今年度、大綱策定を受け、新規事業や既存事業の拡充を行う。具体的には、中学生の

学力向上を図るため、教員ＯＢを派遣する新規事業「教科指導マイスター派遣事業」

や、学校現場と福祉分野への接続を担うスクールソーシャルワーカーの増員、子ども

の貧困対策として、贈与型奨学金の対象の増員などの施策がある。今後とも大綱の趣



旨を踏まえ、教育の総合的な推進を図る。 

 

 

◆教育における現在の課題とは 

（有馬氏） 

・学校現場では、いじめ・不登校への対応、発達障がいへの理解と対応など、さまざま

な問題が日常的に発生している。 

・先生は教科指導に加え、こうした問題にも対応しているため、その疲労感や疲弊感が

先生や学校全体の相談力の向上を阻んでいるのではないかと危惧する。 

 

（丹羽氏） 

・特別支援学校や市立中学校の学校評議員を１０数年務める中で、特に最近気がかりな

ことは学校評価における子どもたち自身の「自己肯定感」の低さである。 

・十年前には想像できなかったさまざまな事件、また、インターネットやスマートフォ

ン関連の事件が増加する中で、メディアを介した情報の真偽を判断する能力を育む「メ

ディア・リテラシー教育」の必要性を痛感している。 

 

（分藤氏） 

・家庭、学校、地域の連携は必要だが、まずはそれぞれの足元が固まっているかが気に

なる。 

・熊本地震でもそうであったように、最終的に核となるのは、住んでいる地域の小さな

単位であり、その結びつきが重要である。 

・地域全体で子どもの成長を支えるまちづくりが進んでいけば、自然と保護者も地域に

溶け込んでいくのではないか。 

・親が必要以上に子どもに手を出しすぎる現状も見受けられる。先生や地域に任せると

ことは任せるなど、親が程良い距離感で見ていくことで今後の教育が和やかに進んで

いくのではないか。 

 

（教育長） 

・教育における現代の課題はという問いだが、教育に直接関わり、これに責任を負う立

場にある者にとっては非常に難しい問題。課題を挙げるには時間が足りず、課題を焦

点化すれば限定してしまうことに繋がる。しかし、あえて教育を取り巻く問題につい

て考えたい。 

・小学館が２０１４年に教育１０大ニュースを出した。内容としては「（１）約６０年ぶ

りの教育委員会制度改革、教育行政で首長の権限強化、（２）中教審、道徳の教科化を

答申、（３）財務省、少人数学級の見直しを文部科学省に要求、（４）中教審、小中一

貫教育の制度化、（５）親の年収と子どもの学力の関係を初の全国調査で確認、（６）

全国学力学習状況調査の結果を公表、（７）小学校でのいじめ暴力事件が過去最多に、

（８）ＯＥＣＤの国際教員指導環境調査結果を発表、（９）２０１５年から５歳児の教

育無料化を提言、（１０）性同一性障害の子どもの全国調査結果を発表」。 



・これを、現在ならどうだろうかと私なりに考えた。「（１）選挙権年齢の１８歳以上へ

の引き下げに伴う主権者教育の充実と政治的中立の確保、（２）義務教育学校制度の創

設、（３）チーム学校組織への対応、（４）障害者差別解消法施行に伴う合理的配慮の

提供、（５）貧困対策への対応、（６）いじめ不登校問題への対応、（７）子ども・子育

て支援新制度の対応、（８）小学校英語科の導入、（９）ＩＣＴ活用能力の充実、（１０）

防災教育。」わずか２年しか経過していないが、また新たな課題が次々に発生している

ことがわかる。 

・どちらかと言えば、学校教育に集中しているが、あとの家庭教育、社会教育はいいの

かというと決してそうではない。むしろこの３つの分野はそれぞれ単独で考えるべき

ではなくて、相互に連携して考える必要がある。 

・大分市教育大綱の基本理念を大分市の社会全体で共有することが大切である。 

・ところが、学校教育が大切としている知識・理解、思考力、判断力、表現力と主体的

に学習に取り組む態度といったことが、必ずしも社会全体に共有されていない。つま

り、学校教育の求めるもの、家庭教育の求めるもの、そして社会教育が求めるものが

微妙に異なっているのではないか。学校教育にすべてを求めすぎてはいないか。家庭

教育や社会教育ですべきこと、相互に連携すべきことがもっとあるのではないかと考

える。 

 

（清原氏） 

・課題は多岐にわたるが、特に重要であると感じているところについて申し上げる。 

・学校現場や教育センター、文部科学省での経験の中で、子どもたちにいかに自信を持

たせるかということがポイントである。以前に比べ自信を持てない子どもが増えてい

ると感じる。 

・子どもたち一人ひとりで自信の持ち方は異なるが、何か一つきっかけを作り、これか

らの人生に立ち向かえる資質や能力をいかに育成するかが大切であると考える。 

・学校はさまざまな対応に追われている。スクールソーシャルワーカーなどの専門スタ

ッフも含め、教職員が一体となった教育をどのように進めるられるか。 

・学校だけではなく、家庭の教育力、地域としてのまとまり、それぞれを固めること。

また、それらをいかに連携させていくことも課題である。 

 

（陰山氏） 

 ・文部科学省は地方の教育委員会への出向者も多く、地方自治が進んでいる行政。すな

わち、地方で解決しようと思えば、地方で解決できることも多いということである。

大分市も大綱を策定し、そういう方向で一歩踏み出したと言える。 

 

 

◆子どもの能力を最大限に伸ばす理想の教育とは 

（有馬氏） 

・教育する環境が子どもにとって安心で安全な場所であることが大前提となる。 

・教育する環境として真っ先に思い浮かぶ場所は学校だが、子どもにとって安全・安心



な場所はまずは家庭。家の中に自分の居場所があり、ゆっくり寝られる、しっかり食

べられる、気兼ねなくくつろげるといったことにより、心身ともに豊かに教育を受け

られる態勢が整えられる。 

・安心・安全が確保された上で、成長に合わせた課題が明確にあり、それを達成させる

ための方法が、子どもにも先生にも理解できていることが重要である。 

・課題に対する評価や励ましが、子どもたちによい時期に効果的にフィードバックされ

ているかどうかが大切。先生と子どもがお互いに安心して柔軟な対話ができることが

第一だと考える。 

・子どもたちは自分のクリエイティブな部分を正しく評価されたり、他の人との違いを

肯定的に認めてもらえると生き生きしてくる。 

・自分が何か人の役に立っているのだという自信を持つと、放っておいても子どもは次

の段階へステップアップしていく。子どもを伸ばすということも大事だが、伸びるよ

うに下から援助するよう心がけている。 

 

（丹羽氏） 

・とても難しい設問である。 

・ひとりの子どもの母親として想うことは、学力と両輪で「共感できる子どもを育むこ

と」、社会に「違いを認めあうまなざしを育てること」。そのことにより自分を大切に

し、相手も大切にでき、自己肯定感につながると考える。 

・福祉先進国デンマークで障がい者福祉現場を、また、東南アジアで子どもの教育保障

が十分ではない現状にふれる中で、自分が担う現場にあって「教育」「福祉」を考えて

きた。 

・カンボジアやタイなどの内戦を経た国々で、教育をゼロから始めなければならない地

域で活動するＮＧＯの方から「子どもたちの笑顔を取り戻すには『教育』の力しかな

いのです。長きにわたって子どもたちがこの国に生まれて良かった、私は私で良かっ

たと言えるような気持ちを育むためには『教育』が必要なのです。」と切々と言われ、

強い衝撃を受けた。 

・地雷が撤去された村で日本からの民間協力で建てられた小学校に出向いた時、そこに

は子どもたちの笑顔があった。 

・豊かに過ごせているように思える大分市内でも、ごみで足の踏み場もないような家で

朝昼晩の食事も十分にとれていない子どもたちが実際にいる。 

・教育や福祉のサービス申請は手上げ方式が多くある。本当に支援が必要な子どもたち

は手上げ方式では救えないような気がしている。 

・子どもたちが安心して生活ができる場所、子どもたちが安心して勉強ができる場所を

担保することが必要。そこがあって初めて理想の教育を語り合える。 

・可能ならば、行政が地域を丁寧に訪問する方法を取り、地域全体が横糸としてさまざ

まな事情をかかえる子どもたちの縦糸を支えるように、また、福祉と教育が連携して

課題を解決に向かうようなネットワークが構築されることで子どもの可能性を公平に

引き出すことが望まれる。 

 



（分藤氏） 

・家庭で何ができるのかを考えた時、陰山先生の話にもあった早寝、早起き、朝ごはん

など、まずは基礎となるものに取り組んでいくほかない。 

・ＰＴＡとしても家庭に働きかけているが携帯やスマートフォンが弊害となっている。

２７年度に教育委員会と連携し、まずは保護者に向けた携帯、スマホの使い方につい

ての啓発チラシを作製した。ＰＴＡ連合会のホームページにも掲載している。是非、

親子で議論していただきたい。 

・私自身、子どもの能力を伸ばすというよりも、健康に育っていけば人間はいつからで

も伸びていくという思いがある。 

・他のパネリストの方からも話があったように、食事などの基礎となる部分も十分にで

きていない家庭もあることは認識している。地域も含め、皆さんと考えながら、そこ

にも一歩二歩入っていき、みんなが楽しく学校に通えるような地域づくり、まちづく

りができれば良いと感じる。 

 

（教育長） 

・教育を取りまくさまざまな課題について、教育のみに解決をせまることに限界がきて

いる。連携しなければ解決しないような時代となっている。 

・子どもたちの能力を伸ばし、そこに新たな価値を創造していくためには、一人ひとり

の子どもの背景を理解するということが大事である。その背景を尊重したうえで、そ

の子のもっている得意分野をさらに伸ばしていくような教育が必要。そのためには学

校教育・家庭教育・社会教育の機能連携が必要。 

・大綱の基本方針に「生きる力をはぐくみ学校教育の充実」とあり、次代を担う人材育

成として、知・徳・体をバランスよく育成していくことが大切であるということを位

置付けている。 

・私が一番強調したいのは、子どもたちの指導に当たり、子ども一人ひとりの人格の完

成を念頭において指導にあたるべきであるということ。各教科指導で身に着けていく

力や教科外で身に着けていく力を互いに関連させながら、その子らしい人格をもった

１人の人間として育成していくということを指導のベースにおかなければならない。 

・日本人は非常にまじめな気質で一人ひとり教育レベルが高いため１００パーセントを

求める。子どもに対し、いつしらず完璧を求めてはいないか。その結果、子どもたち

は１００点を目標にして１００点でなければ自分はだめだと思い込んでしまう。 

・先ほど自己肯定感が低いという話があったが、こうしたところにも影響がでてはいな

いか。これでは子どもたちは疲れてしまう。 

・このことについて回答をくれたと思える本に出会った。明治大学の齋藤孝教授の 

「６０点自分合格力」という本である。副題は「人生が軽やかになる６０点主義のす

すめ」となっている。 

・齋藤教授は「これからの時代を生きていく上で必要なことは妥協力。妥協とは諦めで

はなく、今ある環境の中でベストを選択すること。今ある自分に対して、これなら合

格だという日々を送ることだ。」と言っている。合格ラインをどこに設定するのか、 

６０点なら合格と思える力こそが自分合格力であるという主張。確かにこう考えると



少し楽になるのではないかと思う。自分合格力を設定するということも大切ではない

かと思う。 

 

（清原氏） 

・理想という点から言うと、子ども一人ひとりにそれぞれの活躍の場があり、自らが見

通しをもって学習に取り組めることが大切である。 

・さらに、学んできた過程を振り返り、次につなげられるよう、互いに切磋琢磨できる

友達や考えを発言しやすい雰囲気があるかなど、子どものそれぞれの良さを認める雰

囲気、環境がクラス、家庭、地域にあることも重要である。 

・予算がＯＥＣＤで最低であることは、以前から文部科学省から財務省に対し説明して

いる。財務省からは全体の財源が減少していることを理由に反論されているが、一歩

ずつ理想を求めながら、今改善できることは何かということで進めていきたい。 

 

 

◆課題解決の具体的な方策と今後の大分市の教育に向けて 

（有馬氏） 

・現在、教育を取り巻く環境は難しく、実に多岐にわたる問題がある。実際に、昔と違

い、家族で解決するにも限界があり、ベテランの先生でも従来の指導法ではうまくい

かないこともある。 

・教育長から発言があったように、子どもたちの問題の背景を知ることがとても重要で

ある。 

・不登校対策のためスクールカウンセラーが投入されているが、不登校の背景もさまざ

まである。小学校低学年であれば、お母さんが恋しくて、いわゆる分離不安で学校に

行きたくない。中学年では、勉強についていけないことが理由で不登校になるケース

もある。思春期を迎えると、人間関係やいじめが原因で学校が怖くなり不登校になる

こともある。発達障害等が問題でコミュニケーションがうまく取れず、大人や小さい

子どもとはうまくやれる優しい子でも、同級生とうまくいかないことから不登校にな

るケースも非常に多い。うつ病や統合失調症といった精神疾患により学校にいけない

という場合もある。 

・このような場合、先生や保護者だけで対応するのは難しく、疲れ切ってしまうことが

多々ある。 

・大綱で掲げられているスクールカウンセラーは、子どもや保護者、先生と一緒に専門

家の視点で問題について分析し、背景にどのような悩みがあるのか、悩みに対してど

のようなサポートをすれば良いかということを考える仕事。今年度、市はスクールソ

ーシャルワーカーを大幅に増員した。スクールソーシャルワーカーはスクールカウン

セラーと違い、アウトリーチという強みを持っている。家庭に適切な介入をし、スク

ールカウンセラーと連携を図り、不登校等の背景にある悩みを軽減できるのではない

かと期待している。 



・子どもを支える手は多ければ多いほど安心だと思う。大人がお互いに手に手をたずさ

えて、つなぎあっていけば、より強いセーフティネットになり、子どもを受け止める

力も強くなる。 

・そのためには子どもに関わるすべての大人がお互いに声を掛け合い、肯定的に関わり

認めあうということが大切である。仲の良い大人を見たら子どもは自然に元気になる。

保護者、先生、医療、福祉、心理が１人の子どもを支えるために協働して働く、コラ

ボレーションしていく、このようなチームとしての学校の動きが機能していくことに

より、理想的な教育に大きく向かっていくのではないかと期待する。 

 

（丹羽氏） 

・東日本大震災発災後、大分県内５カ所で災害時要援護者を中心においた避難訓練を企

画・実施した。今回の熊本地震では、今も大変つらい毎日を送られている方々にお見

舞いを申し上げる。大きな自然災害について別の視点から見れば、人と人とが本気で

つながりあえる時でもある。 

・大分市にも自主防災組織が構築された。１人暮らし高齢者を見守るための民生委員の

活動もあり、自治委員は避難行動要支援者のファイルを保管されていると聞く。毎日

の暮らしの中で、地域をつなげられる点はあるので、さらにそれを線にし、面にする

チャンスだと思う。その中で共感力や違いを認め合うまなざしを育むことができれば、

教育における課題についても解決の方向に向かう何らかのアクションプランができる。 

・大分市教育大綱の目標２に掲げられた「学びのセーフティネットの構築」に関連する

取り組みとして、大分市は「相談支援ファイル（つながりファイル）」という特別な支

援を要する子どもの情報を記録するファイルを作成している。このファイルの実践的

活用がなされ、福祉・教育・保健等のさまざまなジャンルの各専門機関がつながりな

がら、どういう状況に置かれた子どもたちであっても健やかに学び、暮らせる大分市

の実現に向かうことを願う。福祉現場もこのファイルを子どもたちの自立に向け、ラ

イフステージに応じた一貫した支援につなげるよう活用したい。 

・市長部局と教育委員会が近くなり、ダイレクトに話ができるようになったとのこと。

さまざまな状況を抱えている子どもだけではなく、子育て家庭の医療費の支援、ワー

クライフバランスの確立、男女共同参画の具体的なプランニングを後押しするような

予算化などにも取り組んでいただきたい。 

・人口減少化は全国的な社会問題である。子育て支援策として、大分市は保育所待機児

童については既に具体策を出し実行している。加えて６歳以降の子どもたちの教育を

支える放課後の施策についても積極的に取り組んでいただけると、仕事を持つ親たち

へ応援になる。福祉現場もできることは協力したい。 

 

（分藤氏） 

・大綱も策定され、市長と教育長がリーダーシップをとることで、今後大分市の教育が

良くなっていくと感じた。 

 ・子どもたちは大人の行動・言動をよく見ている。子どもたちも忙しいが、大人も一緒

にあたふたすれば子どもたちはもっと忙しくなる。大人はもっとゆっくり構え、大人



同士が笑顔でつながることができれば、子どもは伸びていくのではないかと思う。そ

ういったことが家庭に広まるよう、教育大綱を見守りながら、親として、大人として、

依頼があれば何でもフォローしていきたい。また、地域の役割も重要であることから、

そこに住む親の一人として地域に溶け込みながら、地域からも学校を支えていきたい。 

 

（教育長） 

 ・さまざまな激励の言葉をいただき、本当に心強く感じた。 

・学校の教育力やチーム学校ということが言われる中、組織力を高めることはもとより

学校・家庭・地域が連携し、学校を核とした地域づくりをお願いしたいと思う。子ど

もたちが、地域でさまざまな価値観に触れ、さまざまな経験ができる環境があれば、

その中で夢を持ったり挑戦したりする意欲が湧いてくる。大分市の子どもたちを取り

まくすべての大人たちが一丸となって大分の教育に関心と責任を持っていただきたい。 

・大人がすべきことは、大人が作った社会をそのまま引き継ぐのではなく、子どもたち

が自らこんな社会をつくりたい、こんな大分に住みたいというような意欲をもった子

どもたちを育てていくこと。そのためには知識の習得も大切だが、学ぶ楽しさや意義

がわかるような体験をさせることが大切である。 

・そこで、自分の体験や活動を通し、学習してきたことを学習者自ら文章としてまとめ

ていくことが本当の知識に繋がると考え、今年度から「卒業レポートプロジェクト」

として小学校６年生と中学校３年生に自分が学んできたことを振り返らせるような活

動を考えた。 

・単に作文を書かせるということではなく、学習者が学習してきたことを文章としてま

とめていくことで、自分の学びを振り返り、今後の自分の生き方を自覚させることが

狙いである。こうした取り組みが本物の学力定着につながるのではないかと期待を込

めて開始したところである。 

 

（清原氏） 

・これからの社会を考える時、子どもも当然だが大人を含めたすべての人達が何らかの

生きがいを実感できる環境づくりが大切である。 

・大分市教育大綱にもあるが、最近出された中央教育審議会の答申の中でも、チームと

しての学校、家庭や地域とともにある学校といった答申が出されており、地域に開か

れた教育活動がいかにできるかということがポイントである。大分市の取り組みは、

その趣旨をいち早く取り入れたものである。 

・こうした取り組みに関わる方々をすべて束ねることは大変なことだが、意識の共有に

向けた情報発信を行い、何らかの形で手を取り合っていただき、つなげていくという

ことが重要となる。 

・自治体に限らず、国、企業等も含め、さまざまな力をどのように結び付けていくのか

というのが大切であり、私の立場からも情報発信なども含めて取り組んでいきたい。 

 

 

 



（陰山氏） 

 ・今日のシンポジウムをキックオフとして、引き続きさまざまな議論を継続しながら、

大分市の教育が今後ますます良くなっていくことを願う。 

・１点追加するとすれば、教育に係る改革がここ十数年間突っ走ってきている中、大分

市はさらに最先端をいこうとしている。現場の先生は大変だと思う。市民の皆さんの

力を現場の先生方にも与え、行政、教育委員会の取り組みをチーム大分市として盛り

上げていっていただきたいと強く願う。 

 


