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会議録

１ 教育大綱の見直しについて

○市長

それでは、ただいまから、令和２年度第３回和光市総合教育会議を開会します。

本日の会議では、次第にあります２件を議題とさせていただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、次第に基づき会議を進めます。まず「教育大綱の見直しについて」を議題

とします。

説明の方、よろしくお願いいたします。

○事務局

それでは、和光市教育大綱の見直しについて、ご説明いたします。

前回の総合教育会議でご議論いただきました教育大綱の基本方針４について、頂いた

意見を反映させ、タイトルを「新型コロナウイルス感染症対応に伴う新たな教育の推進

」として、内容を「本教育大綱期間中に発生した新型コロナウイルス感染症に伴う新た

な生活様式に対応し、子供たちの健康面での安全安心を確保していくとともに、こうし

た社会環境の変化をむしろチャンスと捉え、デジタル技術の更なる活用などを通じて和

光市における新たな教育を目指します。」といった内容となりました。

続けて、「和光市教育大綱(改正案)」に関する意見募集を実施致しましたのでご報告

いたします。

令和２年１０月１日(木)から１０月２１日(水)までの期間で、意見募集を実施しまし

た。意見募集の結果、３名の方から５件の意見の提出がありました。

事務局としては、教育大綱に直接反映させるべき内容というよりは、もう１つの議題

である、教育振興基本計画の策定にあたっての参考意見となるような性質のものではな

いかと考えておりますが、総合教育会議の皆さまにご検討いただけましたらと思います。

○市長

ありがとうございました。
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それでは、意見がありましたらよろしくお願いいたします。

ちなみに、市民の方からの意見を踏まえて変更した部分はありますか。

○事務局

変更した所はありません。

○教育長

２番目の方であれば「ノーランドセル」の話がでていますが、和光市では既に６月２

２日に指示を出しています。

○市長

私の場合、子供が学校に通っているので、学校に荷物を置いてくることが可能になっ

たことを知っています。

○教育長

行事については、ミニ林間学校や学年別の体育祭やミニ合唱祭など、様々な感染防止

を講じながら行っています。

実際に見ていただければと思いますが、保護者は参加していませんので、学校だより

で紹介するだけになっています。

○企画部長

意見の３、４、５番目についてですが、総合振興計画との紐づけがしっかり行われて

いますので、網羅されていると思います。

○市長

総合振興計画との兼ね合いについてはしっかりされていると思います。

教育大綱の制度が、前回の総合振興計画の時点では存在していなかったので、今回補

足できたと思います。

○教育長

４番目の柱について「新たな教育の推進」に変更していただけたので良かったと思っ

ています。国ではコロナ禍で GIGA スクール構想が前倒しになり、ICT 機器の環境整備

を図ることによって、多様な子供たちの学びを誰一人取り残さないということを教育の

現場で行うことを目指しています。

その観点から捉えると、新たに設けた４番目の柱が生きてくると思います。ただ、そ

の中でも大切なことは、学校現場でコロナの感染リスクを踏まえながら教師の対面指導

の在り方であり、オンライン教育とどう融合させていくのか、努力している所です。

デジタル技術を活用した新しい学びの方向性を、これから具体的に描くことができれ

ば４番目の柱の有効性があると思います。

○山田委員

４番目の文章の中で「社会環境の変化をむしろチャンスと捉え」とありますが、他の

文言の方が良いのではないでしょうか。

○市長

例えば、社会環境の変化を積極的に捉えにしても意味は変わらないと思いますがいか

がでしょうか。「チャンス」とした場合に良く思わない人がいるかもしれないというご

指摘ですよね。

○山田委員
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そうです。

○市長

ピンチをチャンスに変えるという言葉がありますが、この場で違和感を感じる方がい

るのであれば、８万人いれば相当数の方が感じると思います。

例えば、日本語にして機会ではどうでしょうか。

○副市長

「変化を前向きに捉え」はどうでしょうか。

○市長

「チャンスと捉え」は捉えやすいですが、その分言葉としては強いと思います。

○山下委員

変化に負けないという意味では「変化に臆することなく」などになりますが、少し弱

い言い方になると思います。そうすると、少し後ろ向きに捉えることになると思います。

○市長

「チャンス」という言葉はとても分かりやすい言葉なので、これを置き換えるのは難

しいですね。

○山下委員

例えば、「変化に臨機応変に対応する」や「変化に柔軟に対応する」などはどうでし

ょうか。どちらにも捉えられると思います。

○教育長

「チャンス」に近い言葉であれば、「積極的に生かし」ではないでしょうか。

○市長

「積極的に生かし」であれば、待ってましたといった感じがしなくて良いと思います。

「生かし」か「活かし」どちらが良いでしょうか。

○教育部長

公文書では「生かし」になります。

○市長

では、「生かし」にしましょう。

事務局で一度読み上げていただけますか。

○事務局

本教育大綱期間中に発生した新型コロナウイルス感染症に伴う新たな生活様式に対応

し、子供たちの健康面での安全安心を確保していくとともに、こうした社会環境の変化

をむしろ積極的に生かし、デジタル技術の更なる活用などを通じて和光市における新た

な教育を目指します。

○教育長

良いと思います。

○市長

チャンスに負けないくらい、良い文言になったと思います。

この論点についてこの程度の議論に留めてよろしいでしょうか。それでは、教育大綱

についてはこの改正案でいきたいと思います。
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２ 教育振興基本計画について

〇教育委員会事務局

それでは、教育振興基本計画について、ご説明いたします。資料３をご覧ください。

資料３、教育振興基本計画は、平成１８年１２月に改正された教育基本法第１７条に

規定された、教育の振興のための施策に関する基本的な計画です。現在約８割の自治体

が策定しています。

計画の期間については、教育に関する中期的な計画の位置付けであることから、計画

期間を令和３年度からの５年間とします。

計画の位置付けですが、冊子５ページの下にあるとおり、国や県の教育振興基本計画

を参酌するとともに、当該自治体の最上位計画の総合振興計画や地方教育行政の組織及

び運営に関する法律に規定されている教育の振興に関する大綱との整合を図るものとな

ります。

策定の流れですが、５ページの上にある図のとおり、たたき台となる素案をつくり、

そこにアンケートや策定委員会等からのご意見を入れつつブラッシュアップして案を固

め、その後、パブコメ、教育委員会での審議で決定、議会での報告となります。本日は

真ん中にあります中間報告となります。

本計画の構成ですが、大きく分けて「総論」と「各論」となります。冊子では「総論

」が７ページから３５ページまで、各論が３６ページから５６ページです。

２ページの目次をご覧ください。総論は大きく３つの構成です。第１章が計画そのも

のについての説明、第２章がデータ等に基づく現状や課題分析、第３章が基本理念から

１０の基本施策につながる計画の骨格を示しています。なお、この後説明する「和光市

教育に関するアンケート」については、１９ページに策定委員会の協議内容と合わせて

示す予定です。

２９ページの施策の体系をご覧いただくとわかりますが、基本理念と基本方針は教育

大綱と整合しています。またそこに紐づく基本施策として１０本の柱を立てています。

この柱は第五次総合振興計画との整合性を図っています。

３６ページからの各論では、今申し上げた１０の基本方針をそれぞれ見開き２ページ

で示す予定です。各基本方針の構成ですが、はじめのリード文で基本施策について端的

に説明、次に施策に関する「現状と課題」、「施策の展開」でその現状と課題を解決の

方向性を示し、「施策の展開」の具体化として「主な取組例」を示しています。さらに、

その基本施策の進捗具合を図るための指標を設定する予定です。

各論の中身についても、基本的には、第五次総合振興計画の内容と整合しています。

最後に、計画の具現化に向けてですが、６ページの図にありますように、地教行法に

規定されている教育委員会の事務の点検評価を活用し、経営マネジメントサイクルのＰ

ＤＣＡサイクルを回して、計画の具現化を図っていきたいと考えています。

続けまして、資料４の和光市教育に関するアンケートをご覧ください。

本アンケート調査は、教育振興基本計画を策定していく上で、市民の教育に関する意

見等を把握し、施策に反映していくことが大切であると考えていることから、実施しま

した。調査対象は児童生徒、小・中学校保護者、市民、教職員で、回答結果は表のとお
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りとなります。

児童生徒のアンケートは、小５と中２を対象にアンケートをとりました。自力で回答

できて、その学校種の色を反映できる学年として抽出し、実施しました。生活や学習に

ついて普段感じていることや、地域との関わり、将来についてなどについて考えている

ことなどを伺いました。

本市は学力は比較的高いが、自己肯定感や将来への展望を持つ子供の割合がやや低い

現状がありましたが、本アンケートにおいても、勉強があまり好きでなかったり（質問

１）、将来を自ら切り拓き、社会の中で活躍したい割合が低かったり（質問１６）する

など、本市の現状を表していることがうかがえる状況でした。

教職員のアンケートは、市内小・中学校に勤務されている県費・市費教職員を対象に

アンケートをとりました。教育課題やこれからの教育に重要なことなど教育全般につ

いての関心や、教職員の目

から見た児童生徒や保護者、地域などに関する意見などを伺いました。

質問１２では、子供たちの課題として、肯定感の低さや自己表現を挙げていることか

ら、先ほどの自己肯定感の課題とも合致していました。また教育への関心として、新学

習指導要領で示された子供たちの新たな学びやＩＣＴ等への関心が高い一方で、本市が

力を入れているコミュニティ・スクールの推進への関心が低いことが伺えました。

１５～２１ページの小・中学校保護者のアンケートは、児童生徒のアンケートで対象

とした、小５と中２の保護者の方と各学校のＰＴＡ役員の皆様を対象にアンケートをと

りました。子供の成長や教育全般に関するご意見や本市の教育に関するご意見などを伺

いました。

子供に期待すること、身に付けさせたいこととして、人との関わりや自己肯定感、将

来への展望などの割合が高いことから、保護者の皆様の関心も本市の施策の柱と合致し

ています。一方で、コミュニティ・スクールへの関心は低く、喫緊の課題であることが

明確です。

２２～２７ページの市民のアンケートは、市内在住の方の中から無作為に抽出した５

００名（高校生以上）と学校運営協議会委員の皆様を対象にアンケートをとりました。

学校教育や図書館・公民館、歴史・文化財、スポーツなど、教育委員会で所管している

こと全般について伺いました。

学校教育に関しては、マナーやモラルのお手本となったり、直接学校と関わったりし

て、子供たちを育成したい意識が伺えました。また、図書館や公民館、スポーツ施設等

については、利用の状況や今後の期待についてのご意見が伺えたところです。

教育振興基本計画の中では、１９ページからあるように、いま述べたような傾向を踏

まえ、「子供の自己肯定感」「学校・家庭・地域連携（コミュニティ・スクール）」「

図書館・公民館」「歴史や文化財」「スポーツ・青少年育成」の５つを検討テーマとし

て掲げ、その内容を策定委員会の中でご協議いただくとともに、その内容を反映してい

くつもりです。
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また、アンケート結果についても最終的にはホームページに掲載する予定です。

○教育長

追加の説明として、現在、基本方針３まで載せていますが今後、基本方針４を盛り込

んでいきます。１月にパブリック・コメントを行い、２月の定例教育委員会で審議・可

決をして３月末に完成することを予定しています。

○市長

まだ柔軟な対応ができるということでしょうか。

○教育長

昨日、策定委員会でアンケート結果について話し合い、どのような施策が大事か５つ

に絞り込みを行いましたので、今後その５つに関わる施策について各論に盛り込んでい

きたいと思います。

○山下委員

自己肯定が低いことが問題だとありますが、具体的に小中学校で自己肯定を高めるた

めに何をすべきか、先生間でどれくらい問題を共有しているのでしょうか。

○教育委員会事務局

策定委員会でその問題について話題になり、自己肯定感を伸ばしていきたいという話

がありました。その中で、子供たちに達成感を味わってもらうことがもっとできないか、

現在はコロナ禍であることも含めてもっとそういったことができなかという意見があり

ました。

例えば、地域の人の話であれば、ボランティアに参加したり、お手伝いをして頂くこ

とで、地域の方々がもっと褒めていくことができればアンケート結果にもありますが、

地域とのつながりが若干低いこともあるので、そこにも繋がっていくのではないかとい

う前向きな意見がありました。この意見については、構成の中に入れていこうと思いま

す。

○山下委員

ありがとうございます。むしろ学力が高い子供ほど、自己肯定が下がるといったこと

を、今年中学生の保護者になってみて感じました。また、和光市の中間テスト、期末テ

ストが難しく学校の中ではレベルの高い教育をしているというプライドがあるのかもし

れませんが、素晴らしいことではある一方で、勉強を頑張ってもできないのではないか

と感じた保護者もいます。

中学校に入って最初のテストが 50 点に満たない子供が多くいました。コロナ禍だか

ら仕方ない部分もありますが、最初がそうなると「自分は勉強ができないんだ」と思う

子供もでてくると思います。

中には、スポーツで頑張るといった子供もいると思いますが、スポーツで進学できる

生徒は限られています。中学生の間に、自分は勉強ができないからスポーツで頑張ると

なるのは大きな挫折だと思います。

親としても、低いテストの点数を見せられると勉強ができないと思ってしまうと思い

ます。

私立であれば、親も序列がつくことを理解していますが、そうでは無い中で、中学生

になったら頑張ろうという子供の心を折ってしまうと思います。
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学校の教育のレベルが高いのに、なぜ自己肯定が低いのかと考えると、このような背

景があるのではないかと思います。

保護者からも、自分の子供が頑張っても勉強ができないと言った話を聞きます。

○市長

中学校の現場で平均点を何点くらい取れるようなテストを作るように指導しているこ

とはあるのでしょうか。

○教育長

基本的に、学習指導要領に基づき作成します。

○市長

では、学校の授業を理解していれば 100 点を取れることが公立中学校の基本的になり

ますし、学校は絶対評価なのでみんなが 100 点を取ればみんなが成績５を取ることがで

きます。私の子供も市内の学校に通っていますので実態を知っています。子供のテスト

を見ると、確かに山下委員の言われるとおり、あまり点数が伸びていない子がいること

を聞いたことがあります。テストなど学校の成績は高校入試のいわゆる調査書の評価に

つながってくると思いますが、例えば大阪府では府内統一ルールにより学校間の調整を

行います。学力の低い学校のオール５の生徒を抑えるなど基本を押さえた調整をします。

しかし、埼玉県では調整はしないため、評価としては一緒になりますので評価の厳し

い学校の生徒は県立高校入試で不利ということも考えられます。

今の話を聞いて、これから頑張ろうという中学１年生の最初の中間テストで現在適切

な問題がでているのか気になります。教育委員会で各学校のテスト問題を集めて検証し

て頂けると良いと思います。中学１年生になると、心機一転して勉強を頑張ろうという

子供たちも多いと思いますので、その頑張りが報われないと子供たちの心理的なダメー

ジがあると思います。

また、和光市の自己肯定が低いという部分について、１ポイントでどれくらいの影響

があるのか。誤差のレベルなのでしょうか。

○教育長

和光市が低いといったわけではありません。内閣府の調査によると日本は世界の国々

に比べて低くなっています。日本人の気質があると思います。日本人の控え目さや謙虚

さなどの表れで、自分を出せない人間という訳ではありません。自分を出せるような取

組をすることで肯定感が高まると捉えています。

現在、学校では自己肯定感を高めるために、授業の取組をどうするかに視点をあてて

研究しています。必ずしも、和光市の自己肯定感が低いというわけではありません。

○市長

国、県に比べて自己肯定感が１、２ポイント低いことは問題視する必要はあるか専門

的な観点からでしかわかりません。また、低めの項目が多いですが、和光市の学力は高

いです。先ほど山下委員が言われたように学力が高い子供ほど自己肯定感が低いといっ

た知的行動もありますので矛盾はしません。

しかし、自己肯定感は高い方が良いし、自分に自信をもって元気に育てていきたいと

思いますので、そこについて取り組んでいく必要があります。

実際に辛すぎる問題がどの程度あるのか、適正な平均点は何点なのか検証してくださ
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い。

○教育長

小学校のテストでは、平均点は大体８５点になります。これが普通だと思いますので、

このレベルで考えていただければと思います。

しかし、教員によってはひっかけ問題を作って意欲喚起をする場合があります。私も

作っていましたが、授業の中で教えた内容です。こうすることによって、子供が頑張る

部分もあります。

○市長

極端な例をだすと、中学１年生の時に１度言われたことが今回テストで出てきたなん

ていう子供もいます。確かに授業でやっているかもしれませんが、誰も解けなかったな

どがあります。

○教育長

校長会で話し合いをしたいと思います。

○市長

要するに、子供の心が折れない範囲で元気づけをして欲しいと思いますし、定期的に

学校間でテストの難易度を把握しても良いと思います。

○山下委員

中学１年生の英語の平均点が５０点～６０点で驚いたことがあります。中学校に入る

前から英語を勉強している生徒もいますので、先生が身構える気持ちはわかりますが、

中学校で英語の勉強が始まったばかりでこの点数になることに驚きました。

頑張っても、最初のテストで６０点も取れないとなると、子供も勉強の意欲が削がれ

ると思いますので、平均点だけでなく標準偏差を設けるなど対策が必要だと思います。

○市長

Be 動詞や定冠詞しか勉強していない段階では平均点は９０点以上になって当然だと

思います。しかし、実際はそうではない状態が一部であるのでしょう。

○山下委員

その通りです。恐らく、量が多く時間切れになるのだと思います。学力の序列をつけ

る目的があるのであれば、別途でやれないでしょうか。本来、定着度を見るためのテス

トだと思いますので、この状態では逆に定着度がわかりにくくなると思います。

○市長

本来、習った範囲の確認をするのが定期テストの役割だと思いますので、その観点か

ら学校現場と調整して頂ければと思います。特に埼玉県では内申点が悪いと県立高校に

進む際に直接不利になりますので、そこで子供たちの心が折れることがあると思います。

内申点が取りやすい学校、取りにくい学校は理屈上ではないことになっていますが調

整していく必要があると思います。

○山下委員

それだけではないと思いますが、お願いします。学力が高い故の悩みだと思います。

○市長

例えば、市役所の職員評価でもそうですが、仕事ができる人ほど自分に厳しい評価を

つけるので点数上では低くなることがあります。
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学校の自己肯定感や自己実現、達成感に繋がっていくのであれば検討が必要だと思い

ます。しかし、今回の１、２ポイントの差がどういう意味を持つのか私にはわかりませ

ん。

○山下委員

どのような大人になりたいかを考えた時に、地域の人々が望んでいる大人像が、虚像

としてそのままアンケート結果に表れているのではないかと思います。結果的に優しく

思いやりがあり協調性のある人とは、大人が望んでいるだけではないかとも思います。

○村中委員

私が中学生、高校生の頃を思い出すと、何も考えていなかったなと思います。自己肯

定感もなく、日々その場のテストのために勉強して、部活動は試合のためだけに練習を

していました。

自己肯定感がありすぎると傲慢な不遜な人間になるかもしれませんし、逆に自己肯定

感が無さすぎると謙虚になります。自分を高めようと自己否定によって自分を高めてい

く所もあるのかなと思います。これをどのように子供たちに伝えていくのか、子供は十

人十色、千差万別ですのでどうすればいいのかわかりません。

○市長

村中委員のその時々に食らいついていくという考えは、基本であり全ての根源なのか

なと思いました。目の前のことに食らいつけないと何も始まらないと思います。

○牧委員

定期テストの話がありましたが、点数だけに一喜一憂するから否定的に捉えるのでは

ないかと思います。勉強をすれば１００点に近づけると思うので、例えば３０点だった

場合になぜ３０点取れて７０点が取れなかったのか考えさせると本人が切り開けるので

はないかと思います。

目の前のものをやってきたときに、点数が取れなかったからダメだとか試合に負けた

からダメではなく、それに対して言葉をかける親や先生の言葉の掛け方によって自分の

存在を高めていけると思います。

○市長

今、牧委員の話にあったように中学生だと先生の影響は大きいです。先生が上手にの

せていくことができれば、部活も強くなると思いますし、学力も向上すると思います。

中学生になると親の言うことは聞かなくなります。家庭の役割も難しくなってきます

し学校の先生の影響は大きいと思います。

○教育長

中学生くらいになると自分について考えるので、先生の影響は大きいです。しかし、

家庭環境の中で子供たちは育っていくので連携をとる必要がありますが、それが難しい

という問題があります。そのためにコミュニティ・スクールなどを使い地域と連携して

いければと思います。それが、教育振興基本計画を策定する根拠となっていきます。

山下委員が言われる課題はないとは思っていません。１人１人の子供を分析する能力

を先生が持っていれば、子供に合わせた教育が行えます。しかし、なかなか経験値の問

題もあり、教育界は難しい所にあります。

○市長
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コミュニティ・スクールの出発点は、学校と地域と家庭の信頼関係を構築していくた

めにやっていますので、まだ発展途上ではあります。

○教育長

親が子供を学校に預ける中で、課題がみえたら学校に相談してほしいと思います。そ

れが無ければ対応が難しいです。担任の先生にもいろいろな人がいます。中学校は教科

担任制なので１人の生徒に複数の先生が関わることができます。先生によって相談しや

すい、相談しにくいなどあると思いますので、課題があれば先ずは学校に相談してほし

いと思います。

○市長

相性の問題はあると思います。相性の悪い人との付き合い方についても社会生活の中

で重要になってきますので、それもまた勉強になるのではないかと思います。

○山田委員

中間テストや期末テストについて一夜漬けで乗り切るのではなく、細かく授業をして

いく中で一人一人の生徒が理解をしていく所を捉えていかないと、落ちこぼれていく子

供がでてくると思います。先生方の子供たちへの理解や落ちこぼれない授業の仕組みに

ついてどうなっているのかなと思います。

最初から 100 点はとれなくていいので、自分の力で取れなかった部分についてどう自

分の力で理解していくのかが大事ではないでしょうか。

○教育長

今言われたように、課題解決能力を培うことが今の教育の在り方の重要な柱になりま

す。対話社会で生きていくためにはそういった力を身に付ける必要があります。

子供たちが対話を通じて問題を解決していくように授業改善に取り組んでいます。

教師主導型ではなく、課題解決型に変えていかなければなりませんので現在取り組ん

でいるところです。

○市長

定期テストと一夜漬けについてですが、本来であれば教育効果をだすためには定期

テストの後にもう一周子供たちが勉強してくれれば定着してくれると思います。実際に

はそこまでケアすることは大変だと思います。

学校の先生も定期テストが終わって終わりではないと言ってくれていますが、子供の

行動にまで結びついていないと思います。

○山下委員

テストを解き直すことは重要だと思います。

○市長

テストを解き直している子供とそうでない子供では差がでていると思います。

○教育長

私は学校の現場によく行きますが、最近は導入段階での振り返りが授業の中で多い

です。そこがどう子供たちに受け入れられるかです。

○市長

積み上げるタイプの科目は一度つまずくと大変になるので、アスナル教室などはそこ

を補うために行っています。
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○企画部長

アンケート結果について、コミュニティ・スクールの認知度がとても低いことにショ

ックを受けました。行政課題にもなってくるのかなと思いました。また、第五次和光市

総合振興計画で SDGｓについて触れています。その中で教育に関して「質の高い教育を

みんなに」があります。そこをしっかりと第五次和光市総合振興計画に紐づけを行って

いますので、教育振興基本計画の第五次和光市総合振興計画との関係の部分に加えて頂

ければと思います。

○総務部次長

家庭教育が基本となると思っています。教育長の言われたように、家庭で何かあれば

まずは学校に相談することが良いと思います。

また、総務部では文化センターも管理していますので、文化財についてですが、現在

「午王山遺跡」が国史跡指定されました。ガイダンス施設を建てて、子供たちに本物を

見せて体験してほしいと思います。文化などを活用して自己肯定感を育んでいきたいと

思います。

○市民環境部長

学力の関係について、教育振興基本計画の基本方針１にある「社会性を育む」の点で

一つ一つの社会生活を過ごすために一人一人の気持ちを理解する対人関係について上手

にコミュニケーションをとったり、感情をコントロールするなど、社会性を身に着ける

ということには学力向上だけでなく、道徳についても重要だと思いますので計画にもあ

りますが、現場でも学力と同じく習得していただければと思います。社会生活では学力

だけでは十分ではありません。特にコロナ禍で人と接する場面が少なくなっていますの

で、人と接する場面を作って対人関係を重視していくような教育環境を作って子供たち

を育てて頂ければと思います。

○保健福祉部長

保健福祉部ですので、子供たちの健康に関する部分についてです。アンケートの中で

も朝食を毎日食べているのかという質問があります。体づくりに関する基本的な部分に

なってきます。現在、保健センターでは食育に関する事業も行っていますので、その部

分からも子供たちの健康の面からサポートしていければと思います。

○子どもあんしん部長

この計画について第五次和光市総合振興計画と教育大綱との整合が図られているとい

うことで理解しました。これらの計画のほか、就学前の児童を中心とした計画を子ども

あんしん部で作成し推進しているところです。計画の整合・接続について注意を払って

いきたいと考えております。

先ほど、自己肯定感についてお話がありましたが、自己肯定感を育むためには幼児期

の育ちが重要となる考え方もありますので、就学前からの切れ目のない支援といったこ

とに力を注いでいきたいと思います。

○副市長

形而上的な話になりますが、日本は明治維新以降西洋の文化を取り入れ、西洋に追い

つけ追い越せとして教育をやってきました。

そうすると、どうしても競争が発生して競争社会になっていきます。そうすると、先
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ほどから話題になっている、自己肯定感を持つということは難しいのかなと思います。

そもそも、日本人の持っていた精神性と違った教育を受けていますので格差が出るの

かなと思っていました。

村中委員のお話を聞いて思い出したのですが、コロナ禍の中で、一番難解な本は何か

と私の師に聞いて西田幾多郎の「善の研究」を薦められました。その中で、村中委員の

発言と西田幾多郎の書籍の中で一致する部分がありました。そもそも人間というものは、

その状況の中で物事を判断をするので自己はないという部分です。西田幾多郎は、その

場その場での純粋経験と行為的直観によって人間は行動するとしています。そして、経

験したものを積み上げることができて、初めて分かってくるものなので、自己を求めす

ぎるなということが西田幾多郎の基本的な考え方になります。私にはこの考え方が合っ

ていると思いました。

少しネガティブな話ですが、日本人の精神性として、自己を確立するという西洋文化

や西洋哲学にあるような主体と客体を分けて考える考え方だけではなく、違った考え方

も必要なのではないかと思います。

実際の教育現場では、私の素人のような形而上的な話はできないとは思いますが今回

このように感じました。

○教育部長

副市長が言われたように、自己肯定感を持つことはとても難しいことではないかと思

います。

幼児期の最初は単に思案を繰り返します。そしてどんどん自我が生まれて、自分で考

えるようになっていきます。そして社会性が出てくると、より自分や社会について考え

ていくようになります。そうするとまじめな人ほど自分に厳しくなり、自己肯定を持た

ないような社会になるのかなと思います。

先ほど副市長の話にあった新自由主義のような考え方ですと、勝ち組と負け組が競争

社会の中ではっきりとしてしまいます。その格差がはっきりとしてしまう社会が日本の

組織や風土に合っているかというと難しいところがあります。日本人の良さとグローバ

ル社会の中でどうなのかというと難しいので、今後大切になってくるのかなと思います。

○教育長

第五次和光市総合振興計画でも自己肯定感について課題にしています。子供たちが持

っているものはそれぞれ違いますが、自分の良さに気づかなければ生きていく張り合い

がなくなってしまいます。

学校教育の役割は、君にはこんな良さがあるよってことを気づかせてあげられればそ

れで良いと思います。そこから伸びていくのは、子供たちの努力によりますので、何で

もかんでも自己肯定感のためにこうしろとすることは教育ではありません。

私はそう捉えていますので、そのように捉えていく中で学校教育が進んでいけば良い

と思います。

○市長

公教育になりますので、超エリートを育てるというよりは、地域に根を張って地域と

共に生きていく人を作り、またお互いを認め合いながら和光市や埼玉で育ってよかった

と思えれば良いと思います。
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それでは、以上で令和２年度第３回和光市総合教育会議を閉会します。ありがとうご

ざいました。

以上


