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１ 1 人 1 台で広がる学び【第 2 回】 
２ 1 人 1 台で広がる学び【第 3 回】 
３ 1 人 1 台で広がる学び【第 4 回】 
４ GIGA スクール構想 保護者の 6 割「理解してない」民間調査 
５ 「教科書は紙」「視力懸念」…デジタル導入 中間まとめ 意見３１０件 
６ デジタル教科書に賛否 目立つ慎重論 文科省パブコメ公表 
７ 働き方、運用工夫や意識改革も 「＃教師のバトン」で訴え受けー文科省」 
８ ４３自治体は 4 月以降 公立小中「1 人 1 台」配備-文科省調査 
９ （デジタルＴＲＹ）端末１人１台、授業での活用は  

１０ 文科相「一斉休校考えていない」 コロナ変異株拡大で 
１１ 「こども庁」に義務教育移管も 創設で３案 
１２ こども庁、就学前政策を軸に検討 政府、骨太方針に創設を明記 
１３ 新時代の教育実現へ「脱自前」「挑戦」 
１４ ［あすへの考］教職「不人気」 小学校の危機感 
１５ 解説 教職の魅力を広める 
１６ 多忙極まる教師、なり手も不足…心の病で休職最多・負のスパイラル 
１７  部活動休止 判断割れる コロナ深刻化、各自治体で 
１８ 「従軍慰安婦」より「慰安婦」が適切…閣議決定、今後の教科書検定に反映 
１９ 教員「特別免許」 運動・芸術でも…人員確保へ対象拡大 文科省 
２０ 教育実習「なし」、今年度も容認へ 文科省、コロナで特例延長 

＜道内・札幌の話題＞ 
２１ 道立学校 2 年度 第 3-4 半期時間外在校 10 月 45 時間超 高校 48%１１月から減少転じる道教委 
２２ 道教委 3 年度授業改善推進教員配置 旭川に端末活用チーム 新規 23 校など 14 管内 82 校に 
２３ 道教委 ３年度働き方改革推進校 ３５校 ２年度比１.５倍 ＩＣＴ活用や教頭支援等追加 
２４ 本の魅力をキャッチコピーで伝えよう 言葉の感性高める活動 
２５ 道教委 学びのＤＸ事業開始 端末活用し授業改善 推進校２３校、近く決定 
２６ 協働の意味するもの 東京学芸大学名誉教授 児島邦宏 
２７ 道教委が英語教育支援事業全道協議会 乗り入れ授業など活用を 報告書の作成方針も示す 
２８ 本年度は４段階評価に 授業改善推進教員チーム全道研修会全道研修会 短期目標重視を 
２９ 道教大 へき地教育研究連盟と相互協力協定 
３０ 道教育大・全国へき地教育研究連盟 少人数教育先端研究など 相互協力協定の調印式 
３１ 特別支援学校で遠隔授業開始へ 道教委、ソフトバンクと連携 
３２ ICT 活用 教育現場は試行錯誤 室蘭「GIGA スクール」準備進む 導入端末「どう使えば」独自 

に研修も 
３３ 子の命と学びを守る共同宣言 切れ目ない感染対策を 対新型コロナ 教育関係２５団体 
３４  道・道教委 4 年度文教施策等要望 感染症対策など７重点 ICT 支援員配置促進要請 
３５ 道教委 オリパラ教育推進事業 拠点校は留寿都小など ５月２８日に地域セミナー 
３６ 札幌市 まなびのサポート事業 ２年度利用率５.５％に 感染症対策など要因に過去最低 
３７ 「サポートデスク」設置 道教委 ICT に関し相談受付 
３８ 札幌市教委 ３年度研究開発事業 SDGs 英語教育 など がん教育等で実践研究会設置 
３９ 札幌市 障がい児通所支援等事業所 デイサービス 548 ヵ所 保育所等訪問も過去５年で最多 
４０  札幌市教委 ３年度の特色ある学校教育 図書館活用の取組など五輪前「オリ・パラウイーク」 
４１ 札幌市教委 小３対象に３５人学級 ３年度 ４校で試行 ４年度全校実施目指し検証 
４２ 札幌集中のリアル＜広がる教育格差＞①まちに子供がいなくなる「閉校ドミノ」止まらぬ道内 
４３ 札幌集中のリアル＜広がる教育格差＞②地方に転勤したくない 教頭も教員も都市志向 
４４ 札幌集中のリアル＜広がる教育格差＞③大学進学実績 「東西南北」の圧倒的強さ 
４５ 道教委 ３年度働き方改革推進事業 恵庭など１３市町村で ３５校 手引活用し業務改善 

教育制度・教育行政 教育改革について 

北海道小学校長会 第 1 回理事研修会 
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４６ 性被害防止へ、国が年代別に教材…小中高など授業で活用 
４７ 子どもの性被害防げ、教材初作成 政府、幼児から大学生まで 
４８ 性犯罪生まないために 全国で「生命の安全教育」 
４８ 虐待対応、１９万７千件に コロナ禍の２０年統計 
５０ 「学習障害に理解を」親の会結成 読み書き困難な小中学生 悩み共有 学校に配慮求める 
５１ 札幌市教委調査 ＳＮＳで嫌な経験 小中高生８割 「ない」 情報モラル等の指導成果 
５２ 死亡の中１男子、いじめ認定 
５３ 中・高の半数にヤングケアラー 一日 7 時間費やす生徒も 
５４ 児童虐待の支援例追記 道教委 ＳＣガイドライン等改正 
５５ 旭川市、いじめ有無の調査検討へ 生徒死亡巡る報道受け 
５６ 旭川市、死亡女生徒のいじめ有無調査へ 第三者交え 
５７ 旭川の中２死亡「重大事態」 いじめ疑い調査へ 
５８  小学校で児童対象に調査したら-児童の３割が「ネットで知らない人と連絡」 
 
 
 
５９ わいせつ教員の免許再取得、各教委の裁量で「不交付」可能に…新法骨子案 
６０ 市立小中の教諭や中学校長ら７人、更新手続き怠り教員免許失効 
６１ 「廊下で１００回練習しろ」女子生徒転落は「顧問の叱責原因」…手術８回で加療中 
６２ 生徒転落は顧問の叱責が要因 吹奏楽部練習中に「廊下で百回」 
６３ 八雲高が６５人の個人情報紛失 
６４ 教員６人が不適切な指導疑い 江差高等看護パワハラ 当面授業させず 
６５ 教員免許更新で７人失効、神戸 手続き不要と誤認 
６６ いじめ対応としての謝罪指導  
６７  2 割強の教職員が過去 3 年間で「パワハラ受けた」都教委調べ  
６８ 児童を盗撮疑い、小学校教諭逮捕 ２千件超保存、警視庁 
６９ 理科室から児童５人搬送、横浜 ろうそくで燃焼実験 
７０ 黒板はずれ教員が頭打つ 札幌・厚別東小 
７１ 体育館のバスケットゴール落下、中１女子部員が３針縫うけが 
７２ 校庭で小６男児２人死傷、防球ネットの支柱倒れる 
 
７３ 新型コロナウイルス関連記事 
 
 
 
７４ コロナ対策で入学式の看板撤去され、記念写真撮れず…仕方ない？  
７５ 日本社会の「競争と順位付け」 
７６ 読書は知識と思考力を伸ばす 
７７ 北海道小学校校長会が理事研修会で新役員を選出 
７８ 道中 第９４回総会・研修会 宗谷大会へ連携強化 一体で感染拡大防止など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教職員に関すること 危機管理について 

その他 

子どもに関すること 
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1 1 人 1 台で広がる学び【第 2 回】 0412n 

●「３人一組程度でグループを組み、友達と話し合いながら子どもの思考力を高める」。こうした目的 

意識を持ち、東京都板橋区立上板橋第四小学校では、学校にあった約８０台の端末を効果的に使 

い、これまでは１グループ１台の実践を積み重ねてきた。 

 今回、１人１台の学習者用として２月に配布された機種は、これまで使用しているのとは異なる 
ものだった。区が学習者用として配布した端末は Google 社製のもの。そのため、昨年度は教員一人 
一人が実際に機材に触れたり、「使える」ようになるためのミニ研修を２回実施。「GIGA スクール 
推進委員会」の主要メンバーの一人で、ICT 推進リーダーを務める田村美春教諭を中心に行った。 

  秋ごろに実施した１回目の研修では、田村教諭が同社で受けた研修内容を校内に伝達。昨年度末 
に行った２回目の研修では、教員が実際に端末を操作しながら、オンライン上でやりとりができる 
「クラスルーム」や、さまざまな教科学習で活用できるアプリ（「一斉」「個別」の両方可）などの 
詳しい説明を受けたという。 
 昨年度は１カ月という短い時間でしか活用することができなかった。しかし、学習アプリに関し

ては課題も見えてきた。例えば、端末のタッチペンで漢字を書くと、「とめ」や「はね」の部分が分

かりづらいときがある。そのため、ノートで指導する必要性も感じたという。本年度はまだスター

トしたばかり。まずは子ども（特に１年生）に端末を起動させるログイン方法を習得させていく。

それからさまざまな活用法を試し、効果的な使い方は学校全体で共有する考えだ。 
 昨年度から全面実施の新学習指導要領。資質・能力ベースで改訂され、その力の育成に向けた授

業改善の視点として「主体的・対話的で深い学び」が示された。その学びを実現する上で、同校で

は１人１台の端末を「協働的な学び」の部分でさらに活用することを検討している。 
 情報端末を校外に貸し出すことを始めて１カ月余り。普段あまり話さない寡黙な子が関わりを持

つようになったのは成果の一つだという。授業で教科書を開くことが少なかったにもかかわらず、

急に勉強に取り組むようになった。また、その姿を見て刺激を受けたクラスの友達と会話が弾むよ

うにもなった。学級担任が確認すると、その子は端末を家に持ち帰り、学習アプリで予習を重ねて

いたことが分かったという。 
 
2 1 人 1 台で広がる学び【第３回】 0419n 

■発表用、資料共有用…ツールを分類 東京・墨田区立第三吾嬬小学校 上前例にとらわれず 
「私もそれほど得意ではなく…。本校に着任した際はスマートフォンさえ持っていませんでした」 

  東京都墨田区立第三吾嬬小学校の川中子登志雄校長は、そう打ち明ける。本年度で４年目を迎 
え、校内では常に端末を持ち歩き、今では仕事に欠かせないツールの一つになっている。それは教

員も同じだという。 
 区から端末２４０台（各学年１クラス分）が配備されたのは平成３０年１０月。学校 ICT 推進事

業のモデル校として端末を活用した授業に取り組んできた。そのため、本年度からスタートした１

人１台に取り組む基盤はあった。 
 研究当初、「端末をどう使うかばかり考えていた」と話す川中子校長。学習支援アプリ「ロイロノ

ート」などを使い、まずは慣れるようにした。すると、教員らはプリントを大量印刷せずデータで

一斉に送信できるなどの利便性を実感。「教科書、ノ

ート、鉛筆と同じように、タブレット端末も一つの道

具」というスタンスで実践を重ねていくと、教科学習

での活用方法を幾つかに整理・分類することができ

た。 
 具体的には、プレゼンテーションの作成・発表を行

う「発表ツール」、複数の資料を共有して交流・思考

する「共有ツール」などの五つ＝表参照。それを校内

で共有し、どの学年・学級でも目指す児童像(学習資料

を活用して主体的に課題を解決できる児童)に迫ってい

くことができたという。 
 子どもの順応性は予想以上だった。端末を通して、手元で資料を見ることができ、必要なことを

書き消しができるなど、そうすることで学習への興味・関心の向上にもつながった。今では係活動

や委員会活動などの教科学習以外でも、自ら端末を使って相手に分かりやすく説明する子どもの姿
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が多く見られる。 
 GIGA スクール構想の一環で、区から１人１台の情報端末が届いたのは昨年１２月下旬。その段

階で、既に高速大容量通信ネットワークの整備も終わっていた。児童への配布も１月中旬に行い、

いつでも使えるような状況になるよう心掛けていた。 
 同区では、端末に小１～中３までのドリルなどが入っている学習支援ソフト「ミライシード」（ベ

ネッセ）を導入。４月になって新年度がスタートした。１人１台の活用に関して、同校ではこれま

での授業改善に加え、こうした学習支援ソフトなどもうまく使いながら家庭学習の充実につなげて

いきたい考えだ。 
 

３ 1 人 1 台で広がる学び【第 4 回】 0426n 
■端末の配布、校長が保護者に説明 東京・墨田区立第三吾嬬小学校 下 

ICT 活用に関わる研究の実績を生かし、率先して GIGA スクールの準備などに関わってきた東京 
都墨田区立第三吾嬬小学校。区民にも「GIGA スクール構想における授業イメージ」を持ってもら 
うために、同校の取り組みの動画が区の公式 YouTube にアップされている。昨年度は学校として 
も、本年度に向けての準備を進めてきた。 

  その一つが、川中子登志雄校長による「語らいサロン」（２カ月に１回程度実施）。学校の取り組 
みをしっかり説明できる機会と位置付け、その都度、保護者に向けて参加を募っている。新型コロ 
ナの感染症対策として「３密」を避けるために、昨年度からは Zoom を使ってウェブ上で実施して 
いる。１月２３日に実施した４回目のテーマは「GIGA スクール構想の疑問点と不安なこと」。区か 
ら支給された１人１台の端末を、子どもたちに配布した直後だった。そのため、端末に関わる保護 
者からの悩みにも答えられるような機会にもなった。 

  そこで話題に上がったのは、「端末によって家庭学習に変化があったかどうか」「オンラインや端 
末であっても、きちんと学んでほしい思いは変わりない」という保護者の願いなど。こうしたやり 
とりは、川中子校長が事前に用意したレジュメをベースに行われた。学校のホームページ上には、 
当日参加できなかった保護者に向けて、レジュメや当日のやりとりの記録(PDF）が残されている。 

  １人１台端末の配布に合わせ、「GIGA スクール構想保護者用リーフレット」を作成した区教委。 
これまでの学習にプラスになる点や、家庭で使用ルールを話し合って決めてほしいことなどが詳し 
く書かれている。それに加え、同校では学校のホームぺージ上の「すみだ GIGA スクール構想特 
集」のところに、リーフレットの内容を分かりやすく説明した「墨田区 GIGA スクール タブレッ 
ト端末の配布について」という動画を作成してアップ。保護者にはそれを見た上で承諾書を書いて 
もらい、それから端末を児童に配布するようにした。こうした一連の流れを同校が行い、それを参 
考に区内の他の学校でも配布がスタート。スムーズに進めることができたという。 
 同校では、端末を使う際のルールを各クラスでも作成。使い方に答えはない。そのため、子ども 
自身が考えることを重視し、責任を持って扱えるよう工夫を凝らしている。 

 
４ GIGA スクール構想 保護者の 6 割「理解してない」民間調査 0426n 

●児童・生徒に１人１台の情報端末を整備する「GIGA スクール構想」について、小・中学生の保護者 

の６割が「聞いたこともない」と答えたことが、くもん出版（東京・港区）の調査で分かった。昨 

年度から小学校で必修化されたプログラミング教育を誤解する回答も見られた。調査は１月下旬、 

全国の小学１年生から中学３年生の子どもがいる３０代や４０代の男女６０１人を対象に、インタ 

ーネット上で行った。 

 GIGA スクール構想への理解度を尋ねたところ、「理解していない（聞いたこともない）」は 59.2％に 

上った。「あまり理解していない」は２１・６％だった。「理解している」は８・８％、「やや理解し 

ている」は１０・３％にとどまった。 

  また、令和２年度から小学校でプログラミング教育が必修化されたことは、２０・５％が「知ら 
ない」と答えた。 

  「学校における『プログラミング教育』とはどのようなものだと思いますか」の質問に対し、複 
数回答で最も多かったのは「パソコンを使って授業を行う」（６０・７％）。 

  次いで、「『プログラミング』という教科を学ぶ」（３９・８％）、「論理的な思考力を育てるために 
行う」（３２・９％）だった。「想像ができない」（１７・１％）の回答もあった。 

  プログラミング教育の目的は、自分の意図する一連の活動を実現させるために、最適な動きや指 
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示の組み合わせを論理的に考える「プログラミング的思考」を養うことにある。同社は「始まった 
ばかりのプログラミング教育はまだまだ誤解が多い」としている。 
 

５ 「教科書は紙」「視力懸念」…デジタル導入 中間まとめ 意見３１０件 0427y 

●デジタル教科書の本格導入を議論している文部科学省の有識者会議が２６日、開かれた。今年３月 

に策定した「中間まとめ」への意見募集の結果が公表され、紙の教科書を堅持すべきだとの意見 

や、視力などへの懸念、デジタル教科書の導入による学習効果に期待する声などがあった。 

中間まとめでは、小学校教科書が次に改定される２０２４年度を、デジタル教科書を本格導入す 

る「最初の契機」と位置づけた。紙とデジタルの組み合わせとして▽全てデジタル▽併用▽一部の 

学年・教科はデジタル▽自治体や学校が選択▽全てデジタルとし、必要に応じて紙を使用――の５ 

案を示した。２６日の会議では、一般から３１０件の意見が届いたことが報告され、教育関連団体 

の声も公表された。 

文科省は、一般の意見を学習効果など１０分野に分けて公表。「教科書は紙であるべきだ。教材で 

あればデジタルでもよい」「視力や姿勢等への影響、家庭での利用による睡眠への影響も懸念され 

る」「デジタルに賛成」など様々な意見があり、文科省は「全国的な実証事業を踏まえ、丁寧に検討 

する」との考え方を示した。 

学習効果でも慎重な意見が寄せられ、文科省は「動画や音声を併せて使用することで、学びの幅 

を広げられる」などと回答した。 

 

 団体からは「紙を主たる教材とし、デジタルは補助的な教材として活用することを提案する」 

「どの教科、単元でデジタル教科書・教材を活用すれば効果があるのか更に検証すべきだ」とい 

った意見が寄せられた。 

 有識者会議は今夏、報告書を取りまとめる予定だ。 
 
６ デジタル教科書に賛否 目立つ慎重論 文科省パブコメ公表 0427a 

●小中学校で使うデジタル教科書をめぐり、２０２４年度の本格導入を求めた有識者会議の中間提言 

について、文部科学省は２６日、パブリックコメント（意見募集）の結果を公表した。計３１０件 

の意見の中には、紙に代わる教科書として期待する声もあったが、学習効果の検証が足りないとし 

て拙速に進めないよう求めるなど、本格導入に慎重な意見の方が多かったという。 

３月に公表された中間提言は、デジタル教科書のメリットに、図や写真を拡大できることなどを 

挙げた。２４年度以降の導入パターンとして、紙の教科書を全てデジタルに置き換え▽紙とデジタ 

ルを併用▽一部の学年や教科でデジタルを主教材に、など５例を示した。 

  これに対し、寄せられた意見は「教科書は紙であるべきだ。教材ならデジタルでもよい」「学習効 

果が上がる科学的根拠がない。文章を深く読み書きすることがおろそかになる可能性がある」「視力 

や睡眠、脳への影響が懸念され、慎重に議論すべきだ」など、慎重な声が目立った。教員の負担に 

ふれ、「全教員が効果的に使用できるよう時間を十分保障する必要がある」という意見もあった。 

  この日あった有識者会議には、文科省が昨年度、富山県や東京都などの小学校５校の児童計約２ 

００人を対象に行ったデジタル教科書の実証研究の結果も示された。児童へのアンケートでは、紙 

よりもデジタル教科書の方が「いろいろな情報を集める活動ができる授業だった」「自分の考えたこ 

とを文字や図にして書いたり、他の人に話したりすることができる授業だった」などと感じる児童  

が多かったという。会議はこれらの意見を踏まえ、デジタル教科書が備えるべき機能や、通信環境 

がなくても使える仕組みなどを検討する。 

 ■デジタル教科書について寄せられた主な意見 

  ◆紙の教科書に代わる教材として学力形成に有効であり賛成 

  ◆デジタルと紙の有用性を生かし併用が望ましい 

  ◆学習効果が上がる科学的根拠がない。読解力低下につながる可能性がある 

  ◆端末の故障や紛失、データ破損に対する補償が必要 

  ◆家庭や地域によって教育機会に格差が生じないようにすべきだ 

  ◆学習履歴などの教育データが悪用されないような仕組み作りが不可欠 
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７ 働き方、運用工夫や意識改革も 「＃教師のバトン」で訴え受けー文科省」 

0423NG 

●文部科学省は 4月 8日、短文投稿サイト「ツイッター」などで学校現場から働き方改革や教育実践 

に関する投稿を募る「#教師のバトン」プロジェクトについて、メディア向け説明会を開いた。好事 

例の共有を期待して始めたところ、職場の窮状に関する訴えが相次いでいるのが現状。担当の総合 

教育政策局の義本博司局長は、制度見直しへの意気込みを改めて示すとともに、各学校での運用の 

工夫や管理職の意識改善も不可欠だと強調した。 

   文科省は 3 月 26 日、ツイッターや投稿サイト「note(ノート)」にプロジェクト公式アカウントで 
初投稿。現場の工夫やエピソードを、ハッシュタグ(検索用の目印)「#教師のバトン」などを付けて 
発信してほしいと教員らに呼び掛けた。教員の人材確保が難しい中、現場で前向きに取り組む教員 
の姿を教員志望者らに伝える思惑だ。「文科省として、学校現場の声を直接受け止める初めての試 
み」(義本局長)で、投稿に所属長の許可は不要と明示した。 
長時間勤務や部活動指導の負担などの実態をつづる投稿に、文科省は同 29 日、note で「厳しい 

状況を再認識するとともに、改革を加速化させていく必要性を強く実感しています」と反応。萩生 
田光一文科相も、翌 30 日の閣議後記者会見で「戸惑いも感じている」「声を無駄にせず、しつかり 
受け止めて有効に活用したい」と述べた。 
義本局長は、各アカウントを通じたコミュニケーションにより「教員が現在のありのままの声を 

直接発信したり、学校や教育委員会で参考になる取り組みを共有したり、さらには、国や教委の改 
革の取り組みを分かりやすく発信したりする」といったことを目指す考えを示した。 
その上で、投稿された勤務状況の背景には「制度上の問題もさることながら、残念ながら、管理 

職の意識やマネジメントの問題など、学校現場に長らく慣習として染み付いてきた課題もある」と 
問題提起。「運用の工夫、意識改革によって改善することが可能」と説いた。 
教員給与の処遇について「2022 年度の勤務実態調査を踏まえた上で、具体的な制度改革について 

しっかり考えていきたい」と説明しつつ、制度見直しと並行し現場で、働き方改革を「一つ一つ(の 
効果)はわずかかもしれないが、積み上げていく」ことを要望。「それぞれが当事者意識を持って」と 
求めた。 
■ 新たなコミュニケーションに挑戦 

説明会には、中央教育審議会(文科相の諮問機関)「学校における働き方改革特別部会」委員だった 
教育研究家の妹尾昌俊氏も、プロジェクトへの賛同者として登場した。妹尾氏は「教員のやりがい 
を PR して、ネガティブな部分をかき消そうとしてるのではないか」という「うがった見方」もある 
が、「そうではない。いいことはシェアしながら、問題（解決）には取り組む。どちらかだけではな 
い」と解釈。 
働き方改革に当たり「文科省のやるべきことは多いが、文科省だけでも限界がある」「各学校でで 

きることもたくさんある」とし、近隣校と合同での部活動実施などを例示した。 
妹尾氏は、インターネット交流サイト(SNS)の活用や、投稿への文科省の反応など「今までにない 

政策立案過程、コミュニケーションになりつつある」とも評価した。 
従来、審議会委員や政治家に比べ、現場の教員や保護者の意見は「声なき声」になりがちで、国 

から教員への方針伝達には、教委や校長が介在し「一方通行の伝言ゲーム」だったと振り返る。 
プロジェクトにより「軽快にコミュニケーションできる」と期待し、「チャレンジだから、うまく 

いかないこともあるだろう。試行錯誤」とした。 
 

８ ４３自治体は 4 月以降 公立小中「1 人 1 台」配備-文科省調査 0427NG 

●文部科学省はこのほど、公立小中学校などの設置置者の 97・6%が、

小中学生 1 人に 1台のパソコンやタブレットなど の端末を、3月末ま

でに配備済みか配備予定だと発表した。残り 2・4%に当たる 43 自治体

は 4 月以降に配備予定だ。 

  一部事務組合を含め、公立学校情報機器整備費存省調査補助金の対 
象である義務教育段階の公立校設置者 1812 自治体に調査。 
「児童生徒の手元に端末が渡り、インターネットの整備を含めて学校  
での利用が可能となる状態」である配備時期について、2 月時点の状 
況や予定を尋ねた。 
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2020 年 12 月時点で 22・6%が配備済み。21 年 3 月に配備完了との回答が 860 自治体に上る。43 
自治体が 3 月までに配備できない理由は▽端末の需給逼迫などによる納期遅延(13 自治体) ▽入札 
の公示などはしたが不調(6 自治体)―など。2 自治体を除い て配備のめどは立っており、6〜9 月に 
配備予定との回答が多い〈表〉。 
政府は従来、小中学生 1 人に 1 台の端末を 

23 年度までに配備する計画だった。新型コロ 
ナウイルスの感染拡大に伴う 20 年春の学校一 
斉休業を受け、緊急時の教育継続のため計画を 
前倒し。20 年度第 1 次補正予算に経費を計上 
した。 
文科省の情報教育・外国語教育課は「20 年 

度内に何とか(完了したい)と思ってきた。極め 
て多くの自治体で、通常の補正予算の執行から

見れば相当な急ピッチで端末が導入された。 
一方、個別の事情で準備できなかった自治体が 
ある。少しでも早く納品できないか、状況を確 
認して相談に乗り、支援したい」としている。 
■ 通信整備は 4月までに 98％ 

小中高等学校段階の公立校の設置者に、校内

ネット環境の整備についても、状況や予定を

調査。 
学校統廃合などの理由で整備しない 559 校を除いた 3 万 2228 校のうち、97・9%が 21 年 2 月時点 
で整備済みか 4 月までに整備予定と回答した。 
文科省は、通信速度などネット環境の詳細を 5 月以降に改めて調査する方針だ。 

 
９ （デジタルＴＲＹ）端末１人１台、授業での活用は 0428a 

●今春から、国の「ＧＩＧＡスクール構想」により、全国の大半の小中学校で「１人１台」のタブレ 
ット端末やパソコンを使った教育が本格化する。授業で、学校生活でどう活用すればいいのか。積極 
的な活用法を模索する教師らを訪ねた。 
■ウェブ活用、教科書を超えた学び 千葉県印西市立原山小学校 

  昨年１０月に一足早く「１人１台」が実現した、千葉県印西市立原山小学校には全国から視察が 
相次ぐ。「机の上で当たり前のように端末を使いこなす姿に驚かれます」。文部科学省情報教育課で 
の勤務経験もある松本博幸校長（５７）はそう話す。 

  市の情報教育推進校として昨年３月にはグーグルから高学年に端末が無償貸与され、一斉休校中 
もオンライン授業ができた。端末は多くの機能を自由に使えるようにし、自宅に持ち帰らせてい 
る。学校では充電庫にしまわず、机の引き出しで管理。学校のウェブサイトにアップする日誌の更 
新も児童が自ら行う。タイピングに慣れると手書きより速く書くことができ、ぐっと文章力が伸び 
た子どもが多いという。 

  年間の教育テーマに「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」を掲げる同校。いまの６年生は、物を買 
うことで環境や地域に貢献できるエシカル消費（倫理的消費）を学び、その中でも端末をフル活用 
した。 

  ３月１８日から１週間余り、地元のイオン千葉ニュータウン店に特設売り場を開いた。児童が売 
り場の商品として選んだのは、バナナや蜂蜜、トイレットペーパーなど約６０種の食品や日用品。 
すべて環境や社会に配慮したエコラベル商品だ。 
 商品の説明書きや、売り場に流す約５分のスライドショー映像も児童が制作。ＳＤＧｓの意義を 
伝えるナレーションを吹き込んだ。また、ウェブ上には「エシカル消費を広めて世界を救おうプロ 
ジェクト」と題した特設ページを公開した。簡単にウェブサイトが作れるツール「Ｇｏｏｇｌｅサ 
イト」で共同編集し、５時間ほどで作り上げた。ページを作った佐藤慧治さん（１１）は「ＰＣな 
ら資料を瞬時に探せて共有できる。みんなの作業もまとめやすかった」と話す。 

  担任の本木淳也教諭（３０）は「子どもたちは自力でどんどん情報収集し、教えなくても上手に 
データをやり取りしていた」と驚く。社会など一部の教科では紙ではなく、デジタルのノートを使 
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うようになった。授業中はインターネットも使い、幅広い情報に触れる。本木教諭は「教科書を超 
えた深い学びにつながっている」と手応えを語る。児童へのアンケートでも「勉強の幅が広がっ 
た」「友人と考えを伝え合うのが簡単になった」などの声が多かった。 

 松本校長はいう。「子どもたちは紙とデジタルを器用に使いわけている。社会とつながる機会を大切 
に、自由に学べる環境を学校全体で整えたい」 

 ◇手書きが苦手だった子が端末導入後、感想文をすらすら書けるように。「自由になれた」という言  
葉が聞けた。（原山小・松本校長） 

■学級ごとに歌録画、校内音楽会に 埼玉県戸田市立戸田東小学校 

  コロナ禍で困る教科が「音楽」だ。合唱やリコーダーの演奏などが制限される中、埼玉県戸田市 
立戸田東小学校の小梨貴弘教諭（４８）はＩＣＴ（情報通信技術）を駆使して授業を行う。 

  同市の小中学校では今年１、２月に端末「クロームブック」が配られた。小３以上は１人１台。 
小１と小２は２人に１台で、既存の端末も利用する。１０年近く、ｉＰａｄを活用して授業をして 
きた小梨教諭。クロームブックでは、これまで使っていたアプリが使えず不便さも感じる。「でも、 
ネット上のものにアクセスできれば工夫はできる」と前向きだ。 

  ４月１９日にあった６年生の音楽鑑賞の授業。冒頭は声を出さない「ボディーパーカッション」 
から。「残酷な天使のテーゼ」の曲が流れると、電子黒板に足ふみ・拍手・ひざ打ちの３種類のリズ 
ム譜が曲に合わせて現れた。児童は２パートに分かれ、座ったまま曲に合わせて足踏みをしたり、 
手でひざをたたいたりした。見事な「合奏」だ。 
 次は「１発５分間うたい」。歌唱は１日５分間。マスク姿で教科書の「翼をください」を１回だけ 
歌う。「この曲が使われているアニメ知ってる？」とワンシーンを映した。「エヴァンゲリオン 
だ！」と喜ぶ児童。元々歌っていたフォークグループ「赤い鳥」を知らない世代にも、身近に感じ 
させる。 

  次は、好みの歌探し。異なる歌手が歌う６種類の「翼をください」の音源の一部を、児童の端末

からアクセスできる学校教育向けサービス「グーグルクラスルーム」にあらかじめアップしてあ

り、事前に聴いておく約束だった。音源は、学校設置者などが補償金を払う「授業目的公衆送信補

償金制度」に基づいて使用している。 
  授業では、譜面台に各自の端末を置き、ヘッドホンをつけて各自で聴き直した。印象をプリント 
に書き込み、一番気に入ったものが同じ児童同士で集まり議論した。「大共感タイム」と名付けられ  
た時間だ。 

  その後、歌い手が平原綾香、赤い鳥、岡本知高、桜高軽音部、姿月あさと、ヘイリー・ウェステ

ンラだと明かされた。人気だったのは、平原綾香、桜高軽音部、ヘイリー・ウェステンラ。次回の

授業で、一番気に入った歌がそれぞれどんな時、風景に似合うか、発表することになった。 
  小梨教諭は「１人ずつに端末があることで授業も広がる。連休明けから端末を家庭に持ち帰るの 
で、歌を録音するようなこともしたい」と話す。昨年末には、学級ごとに「いのちの歌」を歌って

録画、全校で歌っているように編集して流し、「校内音楽会」に代えた。「ＩＣＴがあれば、工夫次

第でできることはたくさんある」（編集委員・宮坂麻子） 
 ◇音楽は生（なま）が命。ＩＣＴを活用しつつも、基本は生の声、生の音を大事に！（戸田東小・ 
小梨教諭） 

 
10 文科相「一斉休校考えていない」 コロナ変異株拡大で 0417H 

●萩生田光一文部科学相は１６日の閣議後記者会見で、各地で新型コロナウイルス変異株の感染が急 

拡大していることへの学校の対応について、感染防止策を徹底しながら授業を続けるのが重要だと 

して「一斉休校は考えていない」と強調した。 
萩生田氏は、感染力が強いとされる変異株には一層の注意が必要と指摘した上で「自治体丸ごと 

の休校は影響が大きい。（各自治体が）慎重に判断すべきだ」とも述べた。 
 
11 「こども庁」に義務教育移管も 創設で３案 0413H 

●菅義偉首相が創設に意欲を示す「こども庁」を巡り、政府内で検討されている３案が１３日、関係 

者への取材で判明した。このうち１案は、こども庁を内閣府に設置し、現在は文部科学省が所管す 

る小学校、中学校の義務教育を移管するとしている。 
  自民党は同日、総裁直属機関を新設し、党内議論を開始。一方、子ども関連の施策を受け持つ内 
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閣府や文科省、厚生労働省が水面下で組織案を検討してきた。これらの案を基に、今後、政府、与 
党で具体的な組織の在り方を検討する。 
 ３案のうちの一つは、こども総合政策大臣（仮称）を置き、こども庁を各省から独立した組織と 
して内閣府に新設する。「就学前から義務教育段階まで一貫して一体的に推進する」としており、文 
科省から自治体への指導権限も移管する。 
 その他の２案は義務教育を文科省の所管のままとした上で（１）幼稚園、保育所、認定こども園 
の所管をこども庁に一元化する（２）内閣官房に「こども政策戦略会議（仮称）」を新設し、その下 
に担当室を設置する―との内容。 

 
12 こども庁、就学前政策を軸に検討 政府、骨太方針に創設を明記 0423H 

●菅義偉首相が創設に意欲を示す「こども庁」について、政府が就学前の子どもの政策を所管する組 

織を軸に検討することが２２日、関係者への取材で分かった。夏に策定する経済財政運営指針「骨  

太方針」に創設を明記する。文部科学省が所管する小学校、中学校の義務教育移管を含めた大規模 

な組織再編も一時検討したが、時間がかかるため早期創設を優先し、議論を先送りする。 

  政府は、幼稚園や保育所といった就学前の子どもの政策や、虐待や貧困など福祉に関わる政策を 
所管する組織を中心に検討していく。次期衆院選の目玉公約として掲げる方針の自民党と調整を進 
める。 
 菅首相は５日の参院決算委員会で「施策の縦割りを打破し、組織の在り方を抜本から考えること 
が必要だ」と強調していた。自民党総裁である菅氏の指示を受け、同党は１３日、二階俊博幹事長 
が本部長を務める総裁直属機関を新設。党内議論を開始した。 
 一方、水面下では、子ども関連の施策を受け持つ内閣府や文科省、厚生労働省が複数の組織案を 
検討してきた。義務教育を文科省から移管する案も含まれていたが、当面は見送ることになり、菅 
首相が表明した抜本的な改革の実現は不透明となった。 
 

13 新時代の教育実現へ「脱自前」「挑戦」～中教審委員が答申語るシンポ～ 0416NG 

●文部科学省は 3月 27 日、中央教育審議会(文科相の諮問機関)が 1月に答申した「『令和の日本型学 

校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び 

の実現」について、取りまとめに携わった第 10 期委員 6人が語り合うシンポジウムをオンラインで 

開いた。教員を子供の「伴走者」と表現した箇所をはじめ、キーワードに込めた思いを発信。提言 

の実現へ、学校文化を「脱自前」「萎縮から挑戦」に変えていくべきとの声が上がった。  

■教育条件整備へ知恵絞って  
答申をまとめた中教審特別部会で、部会長を務めた関西国際大学教授の荒瀬克己氏は「子供が自 

分の良さや可能性を認識する、いわゆる自己肯定感を自分の中で持つ」「成長して社会で人と関わり 
合いながら生きていく際に必要になる、力の素を身に付ける」ために学校の指導があると説明。「ど 
う子供たちの力を養うか。素になる自己肯定感をどうしたら付けられるか」との視点で、特に答申 
の総論を読むよう呼び掛けた。  

埼玉県戸田市教育長の戸ヶ崎勤氏は「答申の魂が抜けて、言葉が独り歩きしないか」と危惧。学 
校が多忙な中、教育委員会の役割について「学校が何を変えて何を変えるべきではないかを見極め 
実践を推進できるよう学校の積極的な自走を支援すべきだ。時に暴走を軌道修正することも大事」 
との考えを示した。  
若者支援に取り組む認定 NPO 法人カタリバ代表理事今村久美氏は「教員は指導者ではなく伴走者 

になろうという重要なキーワードが入った」と答申を評した。 
不登校の子供に対する支援経験から「家庭がどんな養育能力でも気に掛けてくれる大人の存在」 

として、学校内外の多様な主体が子供と関わり「伴走し、気に掛けて誘い出す。居るだけではなく 
こっちへ来たらもっと学べるよと誘い出す」ことが肝要とした。 

東北大学大学院教授の堀田龍也氏は、答申が少人数学級と並ぶ「両輪」に位置付ける情報通信技 
術(ICT)活用の重要性を解説した。「長寿化が進む中、人生の段階に応じて長く働くために「常に学 
び続けなければいけない時代」と強調。インターネット上の教材などを用いて自習することが必須 
とした。 
さらに、生産年齢人口が減る中「人工知能(AI)はどんな仕組みになっているのか。ICT でどこま 

 でできるのか。プログラムを組んだらこういうことができる。分かる人と分からない人で生産性は 
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大きく変わってくる」と述べた。児童生徒用の端末に関する答申の記述にも言及。「クラウド上のデ 
ータやサービスを使うのが前提。校内ネットワーク、学校までの高速ネットワークは不可欠で、ク 
ラウド活用禁止はあり得ない。学校と家庭の学習がつながることを考え、端末を持ち帰ることも望 
まれていると書いてある。これからの時代の教育のコンセプトを踏まえた ICT 導入の話だ」と説い 
た。  

AI で習熟度に合わせて出題する教材「Qube na (キュビナ)」 を開発した COMPASS(コンパス)社 
(東京都千代田区)設立者の神野元基氏は「今のままの教育をやっても、時代が変わったときに子供た 
ちが対応できなくなる。そのような時代がもう目の前に来ているとしたら、私たちは子供たちに何 
ができるのか」と危機感を抱く。「理想を実現するために、ICT が必要ないという結論であれば使わ 
なくてよい。便利だと思えば使えばいい」とした上で、社会の変化に応じて「どのような教育をし 
なければいけないのか」と問い掛けた。 
離島での教育などに取り組んできた一般社団法人地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事の 

岩本悠氏は、教育手法をめぐる議論は「オンラインかオフラインか」といった対立に陥りがちだが 
「両方をうまく使っていくのがこれからのやり方」と指摘。  
「口で言うのは簡単だが実際、現場でやると大変」とし、「人材、体制(の充実)をセットでやる覚悟 
がない限り、机上の空論は通らない」との考えで中教審の議論に臨んだと、振り返った。荒瀬氏も 
「教育課程の実施に必要な人的、物的資源を整えないと駄目だと学習指導要領に書いて「ある」「大 
変な学校を何とかしていくことは、社会的にも大事な課題ではないかという問い掛けを 学習指導要 
領がしている」と発言。公立小学校で学級編制の標準を全学年 35 人に引き下げることが決まってい 
るが、荒瀬氏は「(35 人は)まだ多い。もっと少なくするにはどうしたらよいか。大人が知恵を絞っ 
て考えなければ、子供たちの学びを支えられない」と主張した。  

■前例にとらわれず  
提言実現の壁となる学校文化に話は及んだ。今村氏は、従来の手法や仕組みを見直すべきと教員 

が思っていても、意見を言いにくい傾向があるとみて「言ってもいいと思える環境をつくるにはど 
うしたらよいか」と問題提起した。 
保護者や地域住民らが、学校を批判するのではなく「どうやって一緒に(改革を)行おうかと対話的 

に関わると、教員が勇気を持っていろいろなことを変えていけるのでは」との見方を示した。岩本 
氏も「自前主義から脱却し、学校だけで全部やろう、教員だけで抱え込もうとすることを超えて、 
社会に開いていく。地域社会と連携、協働しながら子供たちを育てていく」ことを重視。学校が外 
部に助けを求め、保護者や地域関係者と共に問題解決策を考えることを求める。 大事なのは教委の 
後押し。何かあったら守るスタンスで、指導統制型ではなく大切にする、 支援する、寄り添う(姿 
勢)でいくと、(学校現場が)勇気を持って(外に)開いたり、挑戦したりしやすくなる」と述べた。 
発言を受けて戸ヶ崎氏も「自前で、自分たちで、頑張らなくてはいけないというのが教育村の当 

 たり前」「初めは付加的なサービスだったものが、スタンダードになってしまう」「やめたいものも 
やめられなくなる。要らないのではないかと正直になかなか言えない。働き方改革が進まない原因 
もそこにある」と認めた。  
荒瀬氏は「(外から)風を入れたとき、すぐに結論を出さないこと」を学校に勧める。新しい発想 

を、実現可能性や前例の有無といった観点で否定するのではなく「いろいろな角度から見てみる姿 
勢を」と、学校の管理職や主任に求めた。さらに、岩本氏は「命に関わる安全は大切にしながら 
も、試行錯誤しないと。すべて失敗してはいけないのでは、身動きが取れず苦しくなる」と述べ 
た。 
戸ヶ崎氏も、法令の下で「がんじがらめ」な教委が「萎縮から挑戦へ」と変わることを目指す。 

「前例はないがやってみようという気持ちを(関係者同士で)相互承認できないと、個人が一発屋みた 
いにイベントをやっても続かない」とし、「挑戦できるようになれば、学校も教員も元気になる」と 
期待。「やって批判されるより、やらないで批判される方が楽」だが「そういう文化をどうにかした 
い」と話した。 
堀田氏は、学習指導要領がカリキュラム・マネジメントを掲げていることを「極端な話、学校の 

好きなようにやっていいぞと。最低限のことを押さえて子供の将来を考え、子供を主人公にするこ 
とさえやれば、持てるリソースで、外の力も借りながら好きにやれと言われている」と解釈した。 
「個別最適な学び」「主体的・対話的で深い学び」は「教員や学校が主体的にできるか」「外の人と 
対話できるか」で成否が分かれるとし、「前例がないからやらないというのはもうやめにした方がい 
い。これからの社会は今までと同じではない」と訴えた。 
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14 ［あすへの考］教職「不人気」 小学校の危機感…編集委員 0418y 

●小学校教員の採用倍率が低迷し、教育関係者が危機感を募らせている。児童急増期に教職に就いた 

ベテランの大量退職で採用数が増えたのに、多忙な職場が敬遠されて受験者は減る一方だ。３５人 

学級への移行が始まる中、教員の数と質の両方を確保していくために、現行制度のあり方を問い直 

す時期に来ているのではないか。 
■ 「大量定年」志望者は減少 
▼担任は校長「教員免許を持つ知人はいませんか」。東京都内の女性会社員は昨年、長男の通う公立 
小学校で校長が保護者に呼びかけるのを聞き、驚いたという。産休と病気休職で高学年の２学級で 
担任が不在となり、いずれも校長が兼務したものの授業は自習が続いていた。 

代替教員を補充できず、管理職が担任を務める学校は近年珍しくない」と全国連合小学校長会の 
喜名朝博会長は話す。校長や教頭が業務の傍ら授業を担うのは難しく、児童への影響は大きい。 
育児休業などで休職者が出た場合、教育委員会に登録する教員免許所持者を「臨時的任用教員」 

として充てることになっている。かつては正規の採用試験で不合格だった教員志望者が多数登録し 
ていたが、「採用増が続いたため、翌年の試験を目指す層が払底している」と喜名会長は説明する。 
埼玉県教委の昨年 11 月の調査(さいたま市を除く)では、育休による休職分などを小学校で 77 人、 

中学校で 22 人補充できていなかった。文科省は今年度、教員不足に関する初の全国調査を行う。 
▼倍率最低に文科省によると、２０２０年度採用の教員試験で公立小学校の採用倍率は過去最低の 
２・７倍。中学校の５倍、高校の６・１倍と比べても際立って低い。中学・高校教員の免許は幅広 
い学部で取得できるが、ほぼ全教科を教える小学校教員は養成する大学が限られる。 
最も「狭き門」だった２０年前と比べ、小学校教員の採用者は約１万６７００人と５倍近い。一 

方で受験者は約４万４７００人で、１５００人近く減っている。 
 教員採用に詳しい山崎博敏・兵庫大教授は、この１０年ほどを「戦後３回目の大量採用時代」と 
位置づける。終戦後の児童生徒急増期に採用された教員の多くは１９７０～８０年代に退職。その 
補充と第２次ベビーブーム世代（７１～７４年生まれ）を教えるため大量採用された教員が定年を 
迎えたのだ。 
 教員の需要は児童生徒の増減 
や学級規模にも左右されつつ、 
３５～４０年周期で増減を繰り 
返す「構造的な問題」がある。 
教員の年齢構成も偏り、近年は 
２０～３０歳代が急増。長期的 
な計画が求められる。 
 受験者減少には教員養成の状 
況も影響している。文科省は 80 
年代後半以降、少子化も踏まえ 
て国立大教員養成課程の入学定 
員を半減させた。体育や音楽も 
教える小学校教員養成は科目の 
負担が重く、戦前の師範学校を 
前身とする国立大が主に担って 
きた経緯がある。 
 それが２００５年、大量退職 
による採用増が見込まれるため 
文科省は定員の抑制方針を撤廃。 
小学校教員養成課程を設ける私 
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立大が急増し、20 年には 190 校に上ったが、「新規参入には地域差があり、供給が追いついていな 
い県も多い」と山崎教授は指摘する。 
 さらに近年は民間企業の採用が好調で、多忙な教職は不人気だ。講師などを続けながら教員試験 
に再挑戦する待機組も減り、小学校の採用倍率は２０年度、１３県市で２倍を割った。今後数年間 
は採用数が高止まりする自治体も多く、人材の質を懸念する声が強まる。 
■ 質確保へ国家試験提案も 

▼裾野を拡大 窮状を打開するために、文科省は小学校教員免許の取得者を増やし、教員志望者の 
「裾野」を広げる戦略を立てる。現行の教員免許は、大学で必要な単位を修得すれば都道府県教委 
から授与される。文科省は小中両方の教員免許を取得する場合に必要な単位を軽減するほか、小学 
校教員養成課程の設置要件を緩和し、私立大などでの開設をさらに推進する方針だ。社会人が教員 
免許を取得できる認定試験の受験負担も軽減している。 
 今年度から小学校で３５人学級が段階的に導入されるのに伴い、５年間で約１万３０００人の教 
が必要になる。都教委は、幼稚園教諭経験者が小学校の免許を通信課程で取得して採用された場 
合、費用を補助する制度を始めた。 
 他方で、新規参入した私立大の一部では「学力不問」に近い入試や教科指導が不十分な傾向も指 
摘されている。学校現場では、「学力不足の若手に高学年を任せられない」「通知表の所見を適切に 
書けない教員が多く、管理職が添削に追われる」といった校長の嘆きが聞かれる。 
 こうした状況を踏まえ、国立大関係者には、教員免許のハードルをむしろ高くするべきだとの意 
見が根強い。国立の教員養成大学・学部でつくる日本教育大学協会は、教員免許を「国家資格」に 
し、より専門性の高い人材を育成する改革案を独自に検討している。 
 教員養成は学部と教職大学院の計６年間を基本とし、適性を認められた学生が将来の採用を前提 
に専門性を高める構想だ。学校現場で２年以上の実務経験があれば、新設の国家試験を経て正式採 
用になる道も想定している。 
 検討に携わる松田恵示・東京学芸大副学長は「免許と採用を結びつけ、教員になる見通しを一定 
程度明確にすることで、意欲的に教職を目指す学生が増えるのではないか」と期待する。 
 大学院での教員養成はドイツやフランスで行われており、米国には教員が大学院を修了すると待 
遇が上がる仕組みがある。海外の教育に詳しい佐久間亜紀・慶応大教授は「多くの国で教員不足は 
深刻で、待遇改善などにより質の向上が図られている」と指摘した。 
▼働き方改善 １８年に実施された経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の国際調査によると、日本の小 
中学校教員の勤務時間は参加国・地域で最長だった。文科省が教職の魅力を発信しようと先月始め

たツイッターには、過酷な実態を訴える現職教員の声があふれる。国立大教員養成学部を今春卒業

した男性は「休みを取らずに働いても保護者に批判され、待遇も見合わない」と企業に志望を変更

したという。優秀な学生をつなぎとめ、社会に出た教員免許所持者を呼び込むためには、雇用環境

の改善が不可欠だ。 
 佐久間教授は「担任外教員を増やすなど各校の配置にもっと余裕を持たせれば、小学校の新任教 
員がいきなり担任を務めずに済み、中学校のように副担任から始める仕組みが可能になる。年度途 
中の欠員が出た場合にも学校が柔軟に対応できる」と提案する。 
 都教委は今月開いた来年度採用の説明会で、授業準備を手伝うスタッフや学習端末の使用をサポ 
ートする ICT 支援員の拡充をアピールした。私立大４年の女子学生は「教員を目指すことを親に心 
配されたが、学校でのサポート体制が分かり安心した」と話した。学校を働きやすい職場に変える 
ことは、授業の充実に直結する。教員の事務作業の負担を減らすのに加え、小学校高学年を教科担 
任制にして中学教員を活用し、退職者の再雇用を進めることは、採用数の安定にも効果的だろう。 
 ２０年度から実施された小学校の学習指導要領は、討論や発表を重視したアクティブ・ラーニン 
グへの転換を促す。子どもたちの学びを深める資質と意欲のある教員が確保できなければ、日本の 
教育の土台は大きく揺らぎかねない。  
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15 解説 教職の魅力を広める 0419n 

●学校現場での前向きな取り組みを知ってもらおうと、文科省が SNS を活用し、３月下旬に始めた 

「＃教師のバトン」プロジェクトが思わぬ方向に「炎上」している。教員採用試験の倍率低下に加 

え、公立小学校の全学年で３５人学級の実現に向けて教員の確保が課題となる中、教職の魅力を広 

めるにはどうすればよいのか。 
■  自分自身が「広報役」では 

  「出勤７時、退勤２１時。基本的に休憩なしです。初任者で１年目、まだ４日目でこの状況です。 
もう限界です」「２０年間で削減された仕事は座高測定とギョウ虫検査しかありません」 
 ツイッターで「＃教師のバトン」と検索すると、過酷な労働環境を記した投稿があふれている。 
 文科省が３月２６日、現職教員の働き方改革や教育実践について、ツイッターやインターネット上

の投稿サービス「note」などの SNS を使い、教職を目指す学生や社会人に共有しようと呼び掛けた

「＃教師のバトン」プロジェクト。勤務校や地域での取り組みを全国の教員や教職を目指す人に「バ

トン」としてつなごうと、広報の一環で始めた。 
 このプロジェクトで文科省が教員に求めていたエピソードは、「学校で行われている創意工夫」や

「決して派手ではないけれどちょっと役立つイイ話」。ところが、SNS 上では長時間労働や部活動指

導の負担など、勤務の実態を訴える投稿が多く寄せられた。 
 こうした投稿を受け、萩生田光一文科相は同月３０日の記者会見で、「投稿いただいた多くの先生

方の思いをしっかり受け止め、働き方改革を前に進めていきたいと考えている」と話した。 
 近年、学校は「ブラック職場」と呼ばれ、教職は敬遠されがちだ。今回のプロジェクトは、本当に

学校の働き方を進め、教職の魅力を広げるきっかけになるのだろうか。 
 中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員で教育研究家の妹尾昌俊さんは、「気軽に

使える SNS を使い、文科省が他の省庁に先駆けて始めた取り組み。学校現場の『声なき声』をいか

に大切にできるか、政策立案の過程を変革するチャレンジだ」と指摘する。 
 プロジェクトでは、学校現場に過重な負担を強いてきた文科省を批判する声も目立つ。ただ、妹尾

さんは「文科省を批判するだけではなく、先生方には自分たちにできることはなかったのか考えてほ

しい」とも話す。 
 コロナ禍で標準授業時数を下回っても構わないとする通知が出ているのに何としても守ろうとす

る、少子化が進んでいるのに部活動の数を維持する―。学校での話し合いを経て改善できることもあ

るのに、「文科省が悪いと人のせいにする。そういう姿を子どもたちに見せられますか」と妹尾さんは

投げ掛ける。 
 働きやすい職場づくりに向け、全国の学校は、工夫を重ねている。コロナ禍が学校の働き方改革を

加速させた面もある。 
 子どもたちは自分のスマートフォンや「１人１台」のタブレット端末を持ち、SNS を見られる環境

にある。「＃教師のバトン」に集まる投稿を目にしたとき、何を感じるだろう。 
 身近な教員を目標に教職を目指す子どもたちがいる。教員は日々の学校生活で「広報」している職

業ではないか。現場と一丸となった職場改善が求められている。 
 

16 多忙極まる教師、なり手も不足…心の病で休職最多・負のスパイラル 0425y 

●採用倍率が下がるなど、教員のなり手不足への懸念が広がっている。部活動の指導や保護者への対 

応、職員会議の忙しさなどから、精神疾患による休職者も過去最多となった。新型コロナウイルス 

への対応で業務量も増しており、文部科学省では来月、全国の公立学校を対象に初めて教員不足の 
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実態調査を行い、本格的に対策を検討する。 

■ 負のスパイラル 

 「週末になると家族に申し訳なく、後ろ向きな気分で指導を 
してしまうことも生徒に申し訳なく、起きたら涙が出てきた 
日もあった」 千葉県内の公立中学に勤務する３０代の男性 
教諭は、３年前の生活を振り返った。運動部の副顧問で、週 
末も練習や試合で家にいる時間が少なかった。家庭では妻が 
「育児に協力してくれない」と泣き、職場では皆が忙しくし 
ており、負担の多い運動部の指導を代わってほしいとは言い 
出せなかった。異動と同時に、週末の活動が少ない部活の顧問となったが、「心の病の一歩手前だっ 
たのではないか。今も、大変な部活を担当してくれている同僚には罪悪感がある」と打ち明ける。 
 東京都教職員互助会「三楽病院」には、精神的に追い込まれた教員が駆け込んでくる。新型コロ 
ナの影響で、校内で感染予防対策を中心的に担った教員の姿もあったという。 
 真金薫子・精神神経科部長は「休職した教員の業務をカバーした別の教員が、負担増で倒れると 
いう負のスパイラルも見られた。教員の待遇改善が急がれる」と指摘する。 

■ 最多、最多… 

  文科省が全国の公立学校教員を対象に行った調査では、２０１９年度の精神疾患による病気休職 
者数は５４７８人で過去最多となった。同省の別の調査では、１８年度中に精神疾患で離職した公 
立小中高校の教員数は計７８２人と、これも過去最多となった。業務量の増加と複雑化などが原因 
として挙げられた。 
 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が１９年に公表した教員の勤務時間調査では、日本の小中学校教 
員の勤務時間は加盟国・地域などの中で最も長いという結果が出た。教育委員会への報告書作りや 
部活動が負担になっているという実態が明らかになった。 

■ 厳しい投稿内容 

 影響は教員採用試験の倍率にも表れている。 
 ２０年度採用の教員試験で、公立小学校の倍率は過去最低の２・７倍を記録。文科省によると、 
中学、高校でも前年度を下回り、全体で０・３ポイント減の３・９倍に落ち込んだ。 
 こうした状況を受け、文科省では３月下旬から、教員の魅力を現場から伝えてもらおうと、ＳＮ 
Ｓで日常のエピソードの発信を呼びかける「＃教師のバトン」プロジェクトを始めた。 
 だが、投稿内容は「仕事そのものは楽しいのに、やりがいという言葉で色々搾取されている」「子 
供たちと向き合う時間がない」など、厳しい現状を訴える投稿が目立った。 
 文科省では「窮状を訴える現場からの声をＳＮＳを通して率直に受け止めた。学校における働き 
方改革を加速させたい」とする。５月には教員不足の実態やその要因などに関する初めての全国調 
査を行い、対応を検討する。 
 早稲田大学の油布佐和子教授（教育社会学）は「同僚に負担をかけまいと休職せず、短期休暇を 
繰り返すなどして無理に復帰する教員も多い。現場は疲弊している。新学習指導要領の実施など、 
大変な時期には現場に人を増やすべきだ。国が人的、物的資源を保証し、授業などの準備ができる 
よう、ゆとりある労働環境を整える必要がある」と話している。 

17 部活動休止 判断割れる コロナ深刻化、各自治体で 0426n 

●新型コロナウイルスへの感染状況が深刻化する中、部活動を休止とするか自治体によって判断が分 

かれている。今月５日からまん延防止等重点措置の対象地域となった大阪府では原則休止とし、大 

阪市では、実施の余地を残しつつ原則休止とした。他の対象地域のうち、仙台市、京都市などで 

は、制限を付けながら部活動を実施できることとした。 

  大阪府教委は４月１５日付の通知で、部活動は原則として休止するよう、府立学校と政令指定都市 
を除いた市町村に要請。修学旅行も中止または延期とすべきだとしている。 

  この通知では休止期間を府立学校、市町村立学校共に５月５日までとした。大会・コンクールには 
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参加可能で、そのための練習も活動時間を短くすれば実施できる。府立学校に対しては平日で１時間、 
休日は２～３時間との数値を示している。 

  感染状況が深刻な大阪だが、他の自治体並みの措置区域は大阪市内だけ（１９日時点）。だが、府全 
体で感染を抑制しようと、府教委の通知は府内全域を対象とした。最終的には市町村教委が判断する。 
 新型コロナウイルスへの感染が確認された人数の累計が１５人（１８日時点）にとどまる千早赤阪 
村では休止とした。村教委によると、府教委からの要請には特に大きな議論はなく、応じることにし 
たという。累計８３人（１９日時点）の感染が確認された豊能町でも部活動は休止とした。大阪市で 
は、原則休止としたものの、感染症対策が十分であれば、実施できるとの見解を通知している。 

  文科省は１月５日付の通知で、「高等学校においては、地域の感染状況や当該部活動の活動内容等 
に応じて、感染症への警戒を強化してください」などと求めた。 

  重点措置対象の京都市では中学校、高校とも、部活動は時間制限を設けるなどして継続できること 
とした。京都府教委は府立学校に対して、１６日付の通知で、部活動は感染症対策をしていれば継続 
できるとの見解を伝えた。市町村教委に対しても、参考として同じ趣旨の見解を通知している。 

  兵庫県教委は１５日付の文書で、県立学校に対し、部活動は県内であれば実施できることを伝えた。 
市町村教委にはこの見解を参照してほしいとしている。県内でも特に感染状況が深刻な神戸市でも部 
活動は継続できることとした。 

  東京都では、２３区などが対象地域になる前の９日、都立学校に対し、都県境をまたがない練習試 
合は可能などとする通知を出した。１９日時点でも練習は可能との見解。市区町村教委には、この通 
知の内容を情報提供として伝えている。 
 

18 「従軍慰安婦」より「慰安婦」が適切…閣議決定、今後の教科書検定に反映 0428y 

●「慰安婦」の表現を巡り、政府は 27 日、「『従軍慰安婦』という用語を用いることは誤解を招く恐れ 

がある」とする答弁書を閣議決定した。日本維新の会の馬場伸幸衆院議員の質問主意書に答えた。 

  文部科学省の教科書検定では「従軍慰安婦」という表現を使ったものが合格しており、同省は 
「今回の閣議決定は今後の検定に反映される」との考えを示した。 

  教科書検定では１９９３年の河野洋平官房長官談話などを踏まえ、「いわゆる従軍慰安婦」という 
表現を使った教科書も合格している。４月から使い始めた中学校の社会（歴史）で１社、来年春か 
ら使用される高校の歴史総合で２社がそうした表現を使っている。 

  答弁書では河野談話は継承しつつ、朝日新聞が２０１４年、慰安婦を強制連行したとする証言を 
虚偽と判断し、事実関係の誤りを認めた経緯を踏まえ、従軍慰安婦という表現を「誤解を招く恐れ 
がある」と指摘。「単に『慰安婦』という用語を用いることが適切だ」とした。 
 教科書検定では閣議決定など政府の統一的な見解がある場合、それに基づいた記述をするという 
基準がある。文科省教科書課は検定済みの教科書について「教科書会社が訂正申請してくることが 
考えられる」とした。 

 

19 教員「特別免許」 運動・芸術でも…人員確保へ対象拡大 文科省 0429y 

●文部科学省は、教員免許がなくても専門的な知識などがあれば教員に登用できる「特別免許状」の 

対象を拡大することを決めた。新たに、スポーツや芸術、学術など特定の分野で一定の実績のある 

人を対象とする枠を設ける。学校では教員不足が課題となっており、多様な人材を呼び込む狙いが 

ある。 

  特別免許状は、１９８８年に創設された。現在は、ビジネスで英語を使う企業に３年以上勤務し 
たケースや、学校の外国語指導助手（ＡＬＴ）として６００時間以上授業した経験などを要件とし 
ている。学校などが採用したい人材を推薦し、都道府県教育委員会が教科ごとに免許を授与する仕 
組みだが、２０１８年度は全国の小、中、高校で計２０８件にとどまった。 

  そこで文科省は、スポーツや芸術で実績のある人材に免許を授与できる枠を設ける。五輪など国 



- 16 - 
 

際的なスポーツ大会や、国際的な音楽コンクールへの出場者に、体育や音楽の免許を与えることを

想定している。 
  また、博士号の取得者には、専門に関する教科の免許を認める。企業への勤務や、授業の経験な 
どは問わない。５月中にも特別免許状に関する指針を改定し、都道府県教委に示す方針だ。 

  学校現場では教員不足が目立っており、公立小学校の２０年度の採用倍率は過去最低の２・７倍 
を記録するなど、優秀な教員確保が急務となっている。さらに、新卒の一括採用が中心で学校の組 
織が硬直化しているといった指摘もある。 

 

20 教育実習「なし」今年度も容認へ 文科省コロナで特例延長教員「特別免許」0429a 

●コロナ禍で学校現場での教育実習の受け入れが難しい状態が続いているため、文部科学省は、今年 

度も大学の授業などを代わりの単位として認める特例措置をとることを決めた。実習を行うことを 

原則とするが、「真にやむを得ない場合」に限り、実習なしでも教員免許の取得を認める。 

  教育実習は、教員を目指す学生が幼稚園や小中高校で実際の授業などを体験する。昨年度、コロ 
ナ下の学習遅れへの対応などで実習生の受け入れが難しいとの声が教育委員会から上がり、特例措 
置が設けられた。コロナ禍の終息がみえないため、今年度も特例を延長する。 
 一方、文科省は小中学校の教員免許取得に必要な「介護等体験」について対象施設を広げ、ハン

セン病療養所や被爆者の支援事業所などを追加した。外国人や不登校の児童生徒のための授業を行

う学校も含める。文科省は「学生の体験の充実が目的で、受け入れ施設の合意が前提となる」とし

ている。 
 

21 道立学校 ２年度第３・４半期時間外在校 10 月 45 時間超 高校 48％ 11 月 

から減少転じる 道教委 0416DT 

●道教委は、道立学校の教育職員にかかる時間外在校等時間（令和２年度第３・４半期）を公表し 

た。１０月に時間外在校等時間が４５時間を超えた職員の割合は、高校４８・５％、特別支援学校 

１４・０％となり、１１月から減少に転じている。 
 道立学校では２年度から出退勤管理システムを導入し、第１・４半期から超過時間の状況を公 
表。学校における働き方改革アクション・プラン（第２期）では、教育職員の在校等時間から所定 
の勤務時間等を減じた時間（時間外在校等時間）を１ヵ月で４５時間以内、１年間で３６０時間以 
内とすることを目標に掲げている。 
 対象校は高校１９５校、特別支援学校６６校。対象職員は校長、副校長、教頭、主幹教諭、教 
諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員などの教育職員。 
 時間外在校等時間が月４５時間を超えた職員の割合をみると、１０月は高校４８・５％、特別支 
援学校１４・０％。１１月は高校３３・６％、特別支援学校７・６％。１２月は高校３１・５％、 
特別支援学校６・２％と減少している。 
 時間外在校等時間の平均は、１０月は高校４９・０時間、特別支援学校２３・０時間、１１月は 
高校３８・３時間、特別支援学校２１・５時間、１２月は高校３６・８時間、特別支援学校 19.3 時 
間だった。 
 道教委は、引き続き各学校における時間外在校等時間の推移等を把握・分析。結果を踏まえ、各 
教育職員が自らの働き方を認識して最適な取組を実践するとともに、必要な教育活動を効果的に行 
うために学校全体で業務改善を実践するよう促し、長時間勤務の解消に努めていくとしている。 
 

22  道教委 ３年度授業改善推進教員配置 旭川に端末活用チーム 新規２３校など１４ 
管内８２校に 0420DT 

●道教委は、学力向上推進事業「授業改善推進チーム活用事業」における令和３年度の授業改善推進 

教員配置校を決定した。北広島市立西部小学校など新規 23 校を含む 82 校に配置。新たに、旭川市 

立朝日小学校・旭川市立神楽岡小学校、旭川市立緑が丘中学校・旭川市立春光台中学校に端末活用 

チームを配置し各教科等における 1人 1台端末を活用した授業を実践し成果を全道に普及させる。 

事業は平成２７年度から実施しているもので、推進チームが、配置校以外の学力に課題がみら 
れる学校を巡回することによって、支援が必要な市町村への重点的にかかわりを通して地域全体 
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の学力向上を図る。主に、授業前後で授業者に助言や教材研究、評価問題等の作成、ＩＣＴ活用 
など、チーム・ティーチング（ＴＴ）による授業改善を推進するほか、授業改善に関する資料の 
情報共有、授業者へ指導した内容や今後の方針等に関する管理職との協議などを行う。 
本年度の授業改善推進教員配置校は８２校。新規は、北広島市立西部小や西の里小学校など 

で、１４管内１４市１８町１村３２チームが事業に取り組む。 
中で、旭川市立朝日小・神楽岡小、緑が丘中・春光台中には、新たに端末活用チームを配置。 

国語や算数・数学の授業に限らず、各教科等において１人１台端末を活用した授業を実践し、成 
果を全道に普及させる。 
函館市立あさひ小学校・北昭和小学校と、帯広市立北光小学校・光南小学校・花園小学校に 

は、ＩＣＴ活用推進チームを配置。両チームは、１人１台端末をはじめとするＩＣＴ機器を活用 
した授業を国語や算数の授業の中で行う。 
中学校は、前年度に引き続き、函館市立本通中学校・港中学校と旭川市立中央中学校・神居東 

中学校、釧路市立大楽毛中学校・鳥取中学校に数学推進チームを配置する。 
 令和３年度の授業改善推進教員配置校はつぎのとおり。 
▼空知 ▽滝川市滝川第三小・滝川市西小（新） 
▼石狩 ▽北広島市西部小（新）・北広島市西の里小（新）▽石狩市南線小・石狩市花川南小 
▼後志 ▽小樽市高島小・小樽市幸小・小樽市長橋小 

▽余市町黒川小・余市町沢町小・余市町大川小 
▼胆振 ▽室蘭市白蘭小（新）・室蘭市蘭北小（新）・室蘭市地球岬小（新） 

▽苫小牧市大成小・苫小牧市明野小・白老町萩野小 
▼日高 ▽新冠町新冠小・新ひだか町三石小 
▼渡島 ▽函館市中の沢小、函館市神山小、函館市北日吉小 

▽函館市あさひ小（新）・函館市北昭和小（新）-ＩＣＴ ▽函館市本通中・函館市港中 
▽森町森小・森町鷲ノ木小・森町さわら小 

▼檜山 ▽せたな町北檜山小・今金町今金小 
▼上川 ▽旭川市永山小・旭川市永山西小・旭川市陵雲小 ▽旭川市中央中・旭川市神居東中 

▽旭川市朝日小（新）・旭川市神楽岡小（新）―端末活用 
▽旭川市緑が丘中（新）・旭川市春光台中（新）―端末活用 
▽富良野市東小・富良野市扇山小・富良野市富良野小（新） 
▽剣淵町剣淵小・和寒町和寒小・鷹栖町鷹栖小（新） 

▼留萌 ▽羽幌町羽幌小・初山別村初山別小 
▼宗谷 ▽稚内市稚内東小(新)・稚内市潮見が丘小 ▽豊富町豊富小(新)・幌延町幌延小(新) 
▼オホーツク ▽北見市中央小・北見市東小・北見市高栄小 

▽小清水町小清水小・斜里町斜里小・斜里町朝日小 
▽遠軽町南小・遠軽町遠軽小・遠軽町東小 

▼十勝 ▽帯広市若葉小・帯広市明和小・帯広市森の里小 
▽帯広市北栄小（新）・帯広市光南小（新）・帯広市花園小（新）―ＩＣＴ 
▽音更町柳町小（新）・音更町鈴蘭小（新）・音更町下音更小（新） 
▽芽室町芽室小・芽室町芽室西小・芽室町芽室南小 

▼釧路 ▽釧路市新陽小・釧路市武佐小・釧路市釧路小 ▽釧路市鳥取中・釧路市大楽毛中 
▼根室 ▽根室市北斗小・根室市花咲小・根室市成央小国は 

 
23 道教委 3 年度働き方改革推進校 35 校 2 年度比 1.5 倍 ICT 活用や教頭支援等追加 
●道教委は、令和３年度における働き方改革推進事業の方針を固めた。本年度からスタートした学校 

における働き方改革北海道アクション・プラン（第２期）を踏まえ、推進校が選択する業務改善の 

取組に「ＩＣＴを積極的に活用した業務等の推進」「教頭への支援」などを追加。近く決定する推進 

校は２年度の約１・５倍の３５校に拡大する予定だ。                    

事業は２年度から開始。学校の実態に応じた効果的な働き方改革を進めるため、道教委は事業の 

推進校を指定し、北海道の学校における働き方改革手引『Road』の実践事例の普及啓発や、北海道 

アクション・プランに掲げる取組を積極的に進め、好事例の横展開、実効性の高い働き方改革の推 

進を図っている。 
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 本年度は第２期アクション・プランに合わせ、推進校における選択取組の項目を更新。各校種共 

通で「ICT を積極的に活用した業務等の推進」「教頭への支援」を追加し、中学校では「部活動の複 

数顧問の効果的な活用」「部活動の地域への移行や合理的で効果的な部活動の推進」を盛り込んだ。 

 推進地域においては、在校等時間の客観的なデータを分析・公表し、職員の意識向上や地域住民 

の理解促進に活用する。 

 本年度からは新たな取組として、学校力向上に関する総合実践事業との連携を開始。事業指定校 

のうち、各管内１校を働き方改革推進事業の推進校に準ずる学校に位置付け、働き方改革に特に取 

り組み、好事例を普及させていく。 

 本年度の推進校は２年度の２３校を大きく上回る３５校程度を予定しており、４月中に決定する 

予定。     0421DT 
 

24  本の魅力をキャッチコピーで伝えよう 言葉の感性高める活動 0412n 

●読書を楽しみ、言葉への感性・感度を高める国語科の実践が注目を集めている。昨年度、千葉大学 

教育学部附属小学校（鈴木隆司校長、児童６３８人）の青木大和教諭が自身の受け持っていた３年 

生のクラスを対象に行った「NOT ジャケ借り forBOOK」という取り組みだ。この実践を通して読書量 

が増え、子どもたちの言葉の力を磨くことにもつながった。その内容とは―。 
■ カバーの表題や粗筋隠し 

「あ、これだ！」。自宅の近くにある TSUTAYA の店舗を訪れ、青木教諭の目に留まったのは 
「NOT ジャケ借り」のコーナーだった。「NOT ジャケ借り」とは、作品のタイトルや粗筋などが書 
かれているジャケット部分を隠し、キャッチコピーだけでその作品の魅力を伝える DVD のレンタル 
方法のこと。全国に TSUTAYA というレンタル・販売ショップを展開するカルチュア・コンビニエ 
ンス・クラブ(株)が平成２９年から開始し、大きな話題となったことで知られている。 
 国語科の授業研究に力を入れ、普段から言語材料を探すことを心掛けている青木教諭。「これなら

小学生にもできる！」と感じたという。読書感想文を書くときは、長い文章にしようと何とかして

言葉をつなごうとしてしまいがち。そのため、「言葉を吟味するのに適した教材」であり、「『借りて

もらうには、どうすればいいのか』という相手・目的意識を持ち、試行錯誤を重ねて言語感覚を磨

くことができる」と考えた。同社によると、小学校の授業に「NOT ジャケ借り」を取り入れたの

は、青木教諭が初めてだという。 
■児童の作品生かし書店で購入フェア 

一人の児童が図書室から借りてきた「ゆうすげ村の小さな旅館」（講談社）という一冊の本。内容 
が面白いにもかかわらず、その子以外に借りていた人がいなかった。それはなぜなのか。その問題 
意識を共有し、それから「NOT ジャケ借り」の取り組みがスタート。この学習では、読書を通じて 
語句の使い方などに着目し、叙述から登場人物の行動や心情を捉えられるようになることをねらい 
に置いた。授業は６時間扱い。キャッチフレーズを考えるときに、最初はどのような言葉を使えば

よいかを悩んでいた子どもたち。年間を通じて使い慣れたタブレット端末を活用し、「読書メータ

ー」（自分が読んだ本に関して他の人の感想を知ることができるウェブサービス）で、自分の考えと

近い言葉を探せるように工夫も凝らした。最終的には、子どもたちが自分の好きな本を１冊選んで

「NOT ジャケ借り」のキャッチコピーを考えた。それを図書室でもコーナー展開し、全校児童が借

りられるようにした。なかなか借り手が現れない時は友達とも相談し、人の心に響くような言葉を

選び直してブラッシュアップを図ったという。 
 この実践を行うに当たり、「３・４年生であれば、子どもたちの言語感覚や言語運用能力が身に付

いた年度後半が適している」と話す青木教諭。「本の中で読み取らなければならない語彙」と「自分

が本を読んだ後の『読後感』で大切だと思った語彙」は必ずしもリンクするとは限らない。授業の

中で段階的にステップを踏み、その点を意識させていく教師の支援やサポートは欠かせなかったと

いう。こうした青木教諭の実践を受け、同社の書店では学校近くの店舗で児童の作品を「NOT ジャ

ケ買 forBOOK」として実際に購入できるフェアを実施。３月中旬からの期間限定で行っているが、

好評だ。全国の学校などで活用できる「デザインテンプレート」も作成し、ホームページから無料
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でダウンロードできるようになっている。広報担当の東佑香さんは、「子どもたちの想像力や表現力

の向上などに役立ててもらえれば」と話している。 
 
25 道教委 学びのＤＸ事業開始 端末活用し授業改善 推進校２３校、近く決定  0416DT 

●道教委は本年度、新規事業としてＩＣＴを活用した学びのＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ 

ン）事業を開始する。小・中学校、高校、特別支援学校合わせて２３校を推進校に指定し、１人１ 

台端末などＩＣＴを効果的に活用した授業改善を推進。各教育局で開催する研究協議会で校種を越 

えて交流し、成果を普及させる。近日中に推進校を決定する。 

ＩＣＴ環境を活用して道教委の「ＩＣＴ活用授業指針」に基づく実践を行い、成果を全道に普及

させることがねらい。 
 推進校においては、１人１台端末などのＩＣＴを活用した授業改善を実践し、効果的な事例や校

内体制構築の取組、実践上の課題を共有する。また、研究協議会における実践発表、学校ホームペ

ージや公開授業による情報発信、ＩＣＴ活用授業モデルなど実践事例資料の作成に取り組む。 
 小・中学校においては、学力向上推進事業授業改善推進チーム（ＩＣＴ）の指定校９校を推進校

とし、高校は９校、特別支援学校は４校を予定している。 
 道教委は、実践事例を共有するための研修を計画しており、ＩＣＴ活用ポータルサイトを通して

成果の普及に努める。教育局では研究協議会を開催し、推進校の実践発表や参加者による協議など

を通し交流する。 
 
26 協働の意味するもの 東京学芸大学名誉教授 児島邦宏  0413NG 

●「協働的な学び」とは目新しい。これまでの協同学習や共同学習とどこがどう違うのか。中央教育

審議会答中(2021 年 1 月)は、そこにどんな意味を込めたのだろう。 
日本の教育の伝統の一つとして、集団による学びが特筆されてきた。学級規模が大きく、教師と

子供との関係に限界があるため、子供相互の学び合いによって学習効果を高めることを目指した。

そのための基盤として、学級集団づくりが重視され、教師の優れた指導力と評された。 
そこには、大きく二つの意味がある。一つは、学習の形態の面で人間関係や社会的関係を学ぶと

いう、社会的相互学習の機能が強調されてきた。「勉強ができることより、他者とうまくやっていけ

ることがもっと大事だ」ともいわれてきた。 
この答申では「孤立した学び」の克服とともに、教室内での学び合いを超えて、異学年、異学

校、地域の人々、さらに、国際交流へと学びの輪を広げることが、より強調されてきた。 
もう一つは、学びの質の側面である。互いに学び合うことで「みんなが分かる」「お互いが高ま

る」という知の共有や分かち合いが「共同」の意味するところだった。だが「みんなが分かる」を

踏み台に、もう一歩踏み出してほしいというところに、教育の今日的課題がある。持続可能な開発

目標(SDGs)に見られるような現代社会の手強い諸課題に、どのように挑戦していくかである。 
個性を土台に、お互いのものの見方や考え心、知や技を総結集し、ぶつけ合い、磨き合い、これ

まで思い付かなかった新たな見方や考え方、知見をひねり出し、見いだし、創り出さねばならない

衆知を集めた「解や方策の探索の過程」「新しい知の発見や創造こそが「協働的な学び」の内実とし

て登場した。 
こうした子供にとっては未知の現代社会の諸問題への挑戦こそが「探究的な学びの」「探究」とい

う「深い学び」の核心であり、その探究には協働が不可欠になってきたのである。 
 

27  道教委が英語教育支援事業全道協議会 乗り入れ授業など活用を 報告書の作成方針も示す 0421DT 
●道教委は１９日、令和３年度小・中・高校英語教育支援事業全道協議会をウェブ会議システムＺｏ 

ｏｍで開催した。推進校や協力校の担当教員など約１１０人が参加。最終年度となる本年度は、乗 

り入れ授業やＣＡＮ―ＤＯリストなどを効果的に活用する取組を進めていくことを確認。小・中学 

校では、事業報告書に授業動画のＱＲコードの掲載を検討し、高校についてはリーフレットを作成 

するとし、英語教育の改善・充実に向けた活動を展開していく。 
事業は、小学校から高校までの領域別学習到達目標Ｈokkaido ＣＡＮ―ＤＯリストの策定、本道 

英語教育の課題解決に向けた学識経験者等との意見交換会の開催、全道の現状や課題を共有し、事 
業を円滑に推進するための全道協議会などを開催し、本道の英語教育の改善・充実を図るもの。推 
進校として小学校２６校、中学校１５校。高校は推進校４校と協力校１２校を指定している。事業 
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の指定期間は２年度から２年間。 
 この日、最終年度を迎える本年度の効果的な推進について、小・中学校については、義務教育課 
の松本了祐主任指導主事が説明。授業参観や年間指導計画の交換、指導方法等についての検討会、 
授業参観後の研究協議会の開催、ＣＡＮ―ＤＯリスト形式による学習到達目標設定などを求めた。 
 その上で、乗り入れ授業やオンライン研修会、市町村教委主催の研修会、コンソーシアムなどを 
管内の実態に応じて活用するよう呼びかけるとともに、「回数が多いからよいというわけではない 
が、この状況の中でどのようにできるのか考えてほしい」とした。              

また、前年度に作成した実践事例集にふれ、小・中学校の推進校が「話すこと」「書くこと」の領 
域を中心に作成したことを報告。本年度は最終年度ということもあって、ボリューム感のある資料 
の作成を目指し、授業動画のＱＲコードを合わせて掲載することなどを検討していると伝えた。 
 高校については、高校教育課の今井真高校入試改善係長が説明。コンソーシアムの活用について 
は、推進校、推進校を所管する市町村教委、有識者、教育局による会議を年２回程度開催し、小・ 
中・高の連続した英語教育の在り方などを協議してきたことを紹介。今後も継続的に進めていくと 
し、「大学や地元企業にも可能な限り、教育活動をみてもらい、英語指導について実践に努めてほし 
い」と求めた。 
 また、地元ＰＲの活動についてふれ、昨年の秋ころから推進校４校と協力校１校が動画作成に取 
り組んできたことを紹介。現在、道教委が集約中で、近日中にも動画共有サイトＹｏｕＴｕｂｅチ 
ャンネルにアップロードする予定とした。 

 
28 本年度は４段階評価に 授業改善推進教員チーム全道研修会全道研修会 短期目標 

重視を   0420DT 

●道教委は１５日、学力向上推進事業授業改善推進チーム全道研修会（遠隔研修）を開催した。授業 

改善推進教員や配置校管理職など約２４０人が参加した。開会式では、行徳義朗義務教育課長があ 

いさつ。「効果的な指導方法を伝えつつ、その先にある子どもの成長を目指して、学校の先生方が 

“本気で授業改善しなければ”と思えるようになるよう力を合わせて進めてほしい」と求めた。 

 続いて、義務教育課の丸山敏儀主査が事業の趣旨と内容について、本年度、新たにＩＣＴ活用推 
進チームと端末活用推進チームを位置付け、１４管内１４市１８町１村で全３２チームを８２校に 
配置したことを説明。情報共有シートについてふれ、月ごとの状況を振り返る短期目標と年間の取 
組を見通す長期目標について、特に短期目標を重視するよう求め、「自分たちが取り組もうと思った 
ことに対して“成果を出す”という意識で進めてほしい」と強調。その上で、前年度までの２段階 
評価だったものを本年度は４段階評価に変更し、具体的な評価の基準を設定できるように改善した 
ことを報告した。定例報告会については、情報共有シートによる成果と課題の共有、各配置校の取 
組を充実させるための戦略などを共有し、教育局、市町村教委、配置校管理職と推進教員が一体と 
なった学校の検証改善サイクルの確立を進めるよう求めた。 
 続いて、義務教育課の森茂之主任指導主事が事業の業務をより効果的・効率的に推進できるよう 
にすることを目的とし、働き方改革に向けたツールとしてネットワークコミュニティの導入を提 
案。アプリ上で参加者間が自由にビデオ会議を開いたり、参加者間でデータを共有したり、用途に 
応じたアンケートを実施したりすることを示した。５月から希望者に対してアカウントを発行し、 
６月には活用状況の把握に努め、随時、改善を図っていくとした。 
 続く実践発表では、小樽市立高島小学校の渡邉大二郎教諭などの推進チームと、小清水町立小清 
水小学校の南出博美教諭などの推進チームがそれぞれの取組について発表した。 
 このあと、部会に分かれて配置校における授業改善の重点等について協議した。 

 
29  道教大 へき地教育研究連盟と相互協力協定 0417H 

●道教大と、全国の小規模小中学校が加盟する全国へき地教育研究連盟（東京）は１６日、へき地や 

小規模校での教育の充実に向けた相互協力協定を結んだ。同連盟が大学と協定を結ぶのは初めて。 

文部科学省などによると、都市部から離れた「へき地指定校」は道内の全小中学校の約４割に上

るとされる。協定事項は、へき地・小規模校の教育振興や教員の資質向上など７項目。今後、オン

ラインを活用した全国の小規模校での教育実習や授業力を高める合同研修などを検討している。 
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道教大で行われた調印式で、同大の蛇穴治夫学長は「教員を目指す学生の実習の場の拡充や、へ

き地教育研究の発展につなげたい」。同連盟の柿崎秀顕会長（胆振管内洞爺湖町立洞爺湖温泉小校

長）は「大学が蓄積してきた知見やノウハウを現場で生かせるように協力したい」と述べた。 
   

30 道教育大-全国へき地教育研究連盟 少人数教育先端研究など 相互協力協定の調印式  

●道教育大学（蛇穴治夫学長）と全国へき地教育研究連盟（柿崎秀顕会長）は１６日、道教育大学附 

属図書館で相互協力協定調印式を執り行った。蛇穴学長と柿崎会長が協定書に署名。今後、両者連 

携による少人数教育の先端研究、フォーラムの開催などを計画している。 

協定は、これまで北海道を中心に展開してきたへき地・小規模校教育に関する教育・研究・現職 

教員への支援を全国に展開するとともに、少子化・人口減少に伴う学校規模の縮小化に対応した教 

育・研究を推進することが目的。協定書に掲げた事項は、①へき地・小規模校教育の振興②へき 

地・小規模校教育研究の充実③教員の資質向上④へき地教育の振興⑤教員養成⑥人的交流⑦その他 

両者が必要と認めること―の７項目。 

 協定式には、道教育大から蛇穴学長をはじめ玉井康之副学長など、全国へき地教育研究連盟から 

は柿崎会長ら関係者３人が出席した。蛇穴学長と柿崎会長が協定書に署名。柿崎会長は「これまで 

も都道府県教委や企業とタイアップした事業に取り組んできたが、道教育大との連携はこれまでの 

活動の幅をさらに広げると思う」と述べた。 

 蛇穴学長は、全国的な視点でへき地・小規模校教育をふかん・普遍化し、発信できるよう今後の 

研究の発展に期待。実習の段階で教員を諦める学生も多いことから、児童生徒一人ひとりの状況に 

目を配りやすい小規模校で実習を行う意義を強調した。 

 今後、少人数教育の先端研究や指導法の開発、セミナーやフォーラムの開催、地域資源を生かし 

た体験活動の推進などのほか、オンラインによる全国の小規模校での教員実習や合同研修等を計画 

している。    0420DT 
 
31  特別支援学校で遠隔授業開始へ 道教委、ソフトバンクと連携  0412H 

●道教委は１２日、通信事業者ソフトバンクと連携し、視覚障害のある子どもが通う道内の特別支援 
学校４校でインターネットを通じた遠隔授業を本年度から始めると発表した。教員の少ない小規模 
校でも専門的な授業を受けやすくするのが狙い。 
同社が東大と取り組む情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した障害のある子どもの学習・生活支援事 

業「魔法のプロジェクト」の一環として複数年行う。対象は、札幌視覚支援学校と旭川、函館、帯 
広の各盲学校。ソフトバンクが無償貸与する公衆無線ＬＡＮ「Ｗｉ―Ｆｉ（ワイファイ）」の機器や 
人工知能（ＡＩ）スピーカーを使って専門性の高い教員による授業を配信し合う。 
札幌市内で同日開かれた開始式で、同社の池田昌人ＣＳＲ本部長は「障害や困難を抱えるお子さ 

んに、より豊かな学校生活を提供したい」とあいさつ。小玉俊宏道教育長は「ほかの障害種別の学 
校でも応用したい」と述べた。 
 

32 ［ＩＣＴ活用、教育現場は試行錯誤 室蘭「ＧＩＧＡスクール」準備進む 導入端  

末「どう使えば」独自に研修も  0411H 
●児童生徒１人に１台のタブレット端末を割り当てて学習に役立てる政府の「ＧＩＧＡスクール構 

想」の準備が室蘭市内でも進んでいる。市教委は３月上旬まで 

に各学校に端末を導入し、高速大容量の無線ＬＡＮ通信設備を 

備えた。端末を使った授業は本年度から始まるが、活用方法を 

めぐり教育現場では試行錯誤が続いている。 
室蘭市内の小中学校では３月上旬までに無線ＬＡＮを設置。 

端末は利用可能な状態になった。室蘭・星蘭中の担当教諭は 
「利用ルールや授業での活用方法をまとめていきたい」と話す。 
「構想」は、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し学力向上などを 
目指すもの。新型コロナウイルスの影響による長期休校を受け 
オンライン指導の必要性が指摘され、政府はスケジュールを前倒しし、本年度から授業を始めるこ 
ととした。児童生徒が各１台端末を使うと、視覚や聴覚に訴える教育がしやすくなる。例えば、算 
数では立体の展開図を直感的に理解でき、英語では発音チェックも一人一人に対応できる。室蘭市 
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教育研究所は、社会の授業で地図や人口などのデータを加工、分析する力を身につけることも例に 
挙げる。 
 伊達市の伊達小では昨年８月～１１月に主に６年生に端末を貸与。自宅でオンラインによる指導 
を受け、復習に役立てる取り組みを実施した。室蘭市教育研究所は先行事例を参考に「将来的には 
自宅でオンライン授業を受けることも検討したい」とする。 
 ただ、どの授業にどんなアプリを使えば良いか、文部科学省などからの具体的なマニュアル提供 
は不足。現場では期待と戸惑いが交錯している。 
 室蘭市内の小学校の２０代男性教諭は「タブレットを使った授業を肯定的に考えているが、授業 
でどう活用すればいいのか」。市内小学校の４０代女性教諭は「可能性は広がるが、効果的な使い方 
を学ばなくてはならず、児童をケアする時間が取りにくくなる」と語る。文科省は児童生徒が端末 
を扱う際のルールの徹底や個人情報の扱い方への注意、利用による心身の健康への配慮なども求め 
ており、各学校での対応も不可欠になる。 
 不安の声に応え、独自の研修を行う学校も。室蘭・旭ケ丘小（宮の森町）は、２月から教員向け 
研修を実施。電子黒板に示した図形問題に児童一人一人がタブレットを使って解答を書き込む授業 
などの実践方法を共有した。担当の南尚美教諭は「慣れてくれば、この科目に使えそうとアイデア 
が浮かぶ。教員一人一人に負担をかけず、授業に生かしていきたい」と話す。 
 

33  子の命と学びを守る共同宣言 切れ目ない感染対策を 対新型コロナ 教育関係 

２５団体  0426DT 

●道教委は２３日、札幌市内の道第２水産ビルで子どもたちの命と学びを守る教育関係団体連絡会議 
を開いた。幼稚園から大学まで校種を超えて行政、教育関係２５団体が一堂に会する初の会議。新 
型コロナウイルスの感染防止に向けた効果的な取組を共有し、感染症から「子どもたちの命と学び 
を守る」共同宣言を決定。教職員に、ゆるみや切れ目のない感染症対策を求めたほか、関係機関が 
取り組むべき５つの事項を定め、道内の子ども・学生とその家族、教職員に感染拡大防止の基本ル 
ールの順守などを呼びかけていく。 
会議は、新年度が始まり人の移動や交流が活発化する中、感染力が強いとされる変異株の流行が 

懸念されることから、道内の行政、教育関係機関２５団体が一丸となって感染拡大を防止するため 
開催。オンラインを含め道、道教委、道内の教育関係団体から約３０人が参加した。 
開会に当たり、道教委の小玉俊宏教育長は、全国的に感染拡大が広がる中、道内の教育関係機関 

などが一丸となり、感染症対策を徹底する必要性を強調。感染症との闘いは今後も続くとし、子ど 
もたちの健康と学びを保障するため結束を呼びかけた。 
つぎに、道私立幼稚園協会、道小学校長会、道中学校長会、道高校長協会、道高校体育連盟、道 

特別支援学校長会、日本私立大学協会道支部、札幌市教委が感染防止に向けた取組を発表した。 
最後に、新型コロナウイルス感染症から「子どもたちの命と学びを守る」共同宣言を決定。幼児 

児童生徒、学生、家族に対しては「かからない、うつさない」ための主体的な行動を、教職員に対 
しては「ゆるみなく、切れ目なく」感染症対策を徹底するよう求めた。 
その上で、道内の教育関係機関が取り組む５事項を定め、関係機関が子どもたちの命と学びを守 

る活動に全力を尽くすとした。 
 今後、取り組んでいく５事項はつぎのとおり。 
▼学校での感染リスクを回避するため、あらためて衛生管理マニュアルに基づき、マスク着用と 
手指消毒、および社会的距離、食事と会話等基本ルールの順守・習慣化を推進する 

▼体調・行動等入力フォームの活用など、幼児、児童生徒および学生、教職員等の日常的な健康 
観察について、家族を含め注意喚起を行う 

▼部活動の大会やコンクール等種目に応じた感染予防ガイドラインに基づき、参加者、応援者の 
事前の健康観察と、移動時や会場内の対策徹底を図る 

▼修学旅行や帰省・レジャーについては、外出自粛等行動制限が要請されている地域との往来に 
は、特に慎重な検討を行い、事前の健康観察と移動時、宿泊先等での３密回避など安全行動を 
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促す 
▼感染症に関する正しい知識や相談窓口の周知など、家庭と連携を図り、幼児児童生徒および学 
生の不安に寄り添った支援と感染者等への差別、偏見等の防止に努める 

 

34  道・道教委 4 年度文教施策等要望 感染症対策など７重点 ICT 支援員配置促進要請 

●道、道教委の令和４年度国の文教施策および予算に関する提案・要望が２２日の教育委員会議で決 
定した。重点要望は７項目で、新型コロナウイルス感染症対策のための財政措置の継続、少人数学 
級拡大に伴う教職員定数の着実な改善・充実などを要望。ＩＣＴ関連では高校の１人１台端末や、 
ＩＣＴ支援員の配置促進に向けた補助制度の新設を求めた。 
重点要望事項は７項目、一般要望事項は２０項目の計２７項目。 
重点要望は、①学校における感染症対策の充実②「令和の日本型学校教育」の構築に向けた学校

教育施策の充実③学力・体力向上に向けた施策の充実④公立学校の教職員定数の改善・充実⑤教育 
の情報化を推進する施策の強化⑥学校施設の耐震化等の整備促進⑦学校における働き方改革の推進 
―で、うち①と②が新規要望事項となっている。 
① では、感染症対策の徹底を図りつつ学校教育活動を円滑に継続するため、校長の判断で迅 

速・柔軟に対応するための経費を要望。修学旅行キャンセル料など感染拡大に伴い発生する経 
費、冬季換気による室温低下への対応、特別支援学校のスクールバス増便への財政措置などを求 
めた。 
② では、学校と教員の業務、役割、指導の範囲・内容・量の精選・縮減・重点化、教職員定数 

や外部人材などの人的資源と ICT 環境や学校施設整備など物的資源の十分な供給と支援を要望。 
 高校の特色化・魅力化のため学校と関係機関をつなぐコーディネーターの配置やマイスター・ 
ハイスクール事業など指定校の拡充を挙げている。 
 ③では、少人数学級拡大に伴う教職員定数の着実な改善・充実、４年度を目途とする小学校高 
学年の教科担任制導入に向けた定数措置の充実などを要望。 
③ では、広域分散で小規模な学校が多い本道の地域事情を踏まえ、小規模中学校における免許 

外教科担任解消のための定数措置の拡充、小学校の複式学級における学級編制標準の引き下げと 
中学校の複式学級解消のための定数改善などを挙げている。 
 ⑤では、児童生徒１人１台端末の維持更新、高校における端末整備、校外通信ネットワークの 
高速大容量化のための財政措置を要望。 
 ＩＣＴ支援員を新たな職として学校教育法などで位置付けて配置促進に向けた補助制度を新設 
するとともに、統合型校務支援システムの普及拡大を求めた。 
 ⑥では、学校の老朽化、耐震化や津波対策、特別支援学校の教室不足解消に関する補助制度の 
嵩上げ措置の期間延長などを要望。 
 ⑦では、学習指導員、スクール・サポート・スタッフ、部活動指導員、ＩＣＴ支援員など外部 
人材を活用する事業の充実、校務支援システムの導入促進を挙げている。 
 ５月下旬、道議会文教委員会と合同で国への要請活動を実施する予定。   0426DT 

 

35  道教委 オリパラ教育推進事業 拠点校は留寿都小など ５月２８日に地域セミナー 

●道教委は、オリンピック・パラリンピック教育推進事業の令和３年度推進校を決定した。すべて新 
規で拠点校に留寿都村立留寿都小学校など８校、協力校に拠点校地域内の小・中学校 13 校の計 21 
校を決定。事業の説明や実践発表を行う地域セミナーを５月 28 日にオンラインで開催する予定。 
道教委は、平成３０年度に国のオリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業を受 

託。オリパラへの関心を高め、スポーツの価値や効果の再認識を通じて国際的な視野をもって世界 
の平和に貢献できる人材を育成するため、オリパラ教育を推進している。 
本年度の拠点校は留寿都小など８校。オリンピック・パラリンピック教育の実践、地域ワークシ 
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ョップなどに取り組むほか、オリンピック・パラリンピック教育の事例や指導方法への理解を深め 
る地域セミナーへの参加を図る。 
協力校は日高町立富川小学校など拠点校の地域における小・中学校１３校。拠点校との交流や協 

議を通して実践研究の成果を共有し、効果的な取組を発信する。 
拠点校の教員が参加する地域セミナーは５月２８日にオンラインで開催する予定。 
日本体育大学の乳井勇二特別研究員が事業に関し説明するほか、道教委から本道におけるパラス 

ポーツや道内オリパラ教育の取組について説明する。また、拠点校が実践を発表する。 
本年度オリンピック・パラリンピック教育推進事業の拠点校と協力校はつぎのとおり。 

▼後志 ▽留寿都村留寿都小 
▼日高 ▽日高町富川小＝日高小、門別小、厚賀小 
▼渡島 ▽木古内町木古内小＝木古内中 
▼檜山 ▽江差町江差中＝江差小、南が丘小 
▼留萌 ▽留萌市東光小＝港北小 
▼宗谷 ▽幌延町問寒別小＝幌延小、幌延中 
▼釧路 ▽釧路市朝陽小＝東雲小、桜が丘中 
▼根室 ▽中標津町中標津東小＝中標津小、丸山小 

 

36 札幌市 まなびのサポート事業 ２年度利用率 5.5％に 感染症対策など要因に過去最低 

●札幌市は、生活保護・就学援助世帯の中学生を対象に学習支援や居場所の提供などを行う札幌まな 

びのサポート事業の過去５年間における実施状況をまとめた。生活保護世帯、就学援助世帯を合わ 

せた令和２年度の利用者数は 446 人で、対象者数に占める利用率は 5.5％。新型コロナウイルス感 

染症対策で家庭訪問を制限したことなどもあり、過去５年間で最も低い数値となった。平成 27 年度 

から過去５年間の高校等への進学率は元年度で 99.3％と、５年連続で全国の数値を上回った。 
国は、平成３０年１０月の生活困窮者自立支援法 

改正に伴い、令和元年１０月から生活困窮世帯にお 
ける子どもを支援する子どもの学習支援事業を、子 
どもの学習・生活支援事業に拡充。従来の学習支援 
に加え、生活習慣・育成環境の改善に関する助言を 
行うほか、高校生世代に対する教育・就労（進路選 
択等）に関する情報提供、助言、関係機関との連絡 
調整などに取り組むこととした。 
 市は、平成２４年度から学習に不安を抱える生活 
保護・就学援助を受けている世帯の中学生を対象 
に、まなびのサポート事業を開始。市内全区に学習 
教室を開設し、主に児童会館で週１回、２時間程 
度、大学生ボランティアなどの支援によって学習習慣の定着を図るとともに、年に１～２回程度、 
野外でのレクリエーションを実施するなど、子どもが安心して過ごすことのできる居場所を提供し 
ている。 
 ２年度の利用人数は、生活保護世帯、就学援助世帯を合わせた８１０１人のうち５・５％に当た 
る４４６人と、過去５年間で最も少なかった。特に、生活保護世帯における利用率は下降傾向にあ 
り、２年度は４・８％と、５％を割り込んだ。市は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業開始 
に遅れが出たことや、これまで、生活保護世帯に対し市のケースワーカーが家庭訪問で事業周知し 
ていたものを、感染症対策の観点から訪問回数を制限したことを、利用率低下の要因とみている。 
 生活保護世帯における参加者の進学状況については、４年連続全国の進学率を上回っており、令 
和元年度は９９・３％だった。 
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 過去５年間の事業参加者の高校進学状況はつぎのとおり（カッコ内％は全国の進学率、元年度は

未集計）。 
▽平成２７年度＝１００％（９３・３％） 
▽２８年度＝１００％（９３・６％） 
▽２９年度＝１００％（９３・７％） 
▽３０年度＝１００％（９４・０％） 
▽令和元年度＝９９・３％                 0416DT 
 

37 「サポートデスク」設置 道教委 ICT に関し相談受付  0415DT 

●道教委は、ICT に関する相談などを受け付ける「ＩＣＴ活用サポートデスク」を設置した。教育局 

での対応が難しい市町村教委や学校からの相談、教育局指導主事の研修・相談などに対応する。 

ＩＣＴ活用に関する相談を受け付け、道内の学校・市町村教委を支援するために新設したもの。 
各教育局で学校・市町村教委からの１次相談を受け付け、教育局での対応が難しい相談に２次相談と 
して対応する。 

相談内容は、ICT を活用した効果的な授業の実施方法、端末の授業での活用、クラウドサービス 
の活用、著作物・個人情報の取扱い、道立学校の無線アクセスポイントの接続などを想定。メール 
や電話などで受け付け、内容に応じて遠隔や出張で対応する。 
このほか、教育局指導主事への研修等の相談対応、ＩＣＴ活用に関する学校への指導助言や研修 

資料の教育局への提供、市町村教委や学校からの研修講師の依頼などにも対応する。 
 
38 札幌市教委 ３年度研究開発事業 SDGs 英語教育など がん教育等で実践研究会設置 

●札幌市教委は、研究開発事業について、３年度は「ＩＣＴを活用した学ぶ力の育成」「ＳＤＧｓ“環 

境”等の視点を意識した取組の推進」など５点の研究課題ごとに研究推進校・パートナー校を指定 

する。「がん教育の推進」など、専門性のある研究課題には実践研究会を設置し、それぞれ研究を推 

進。市学校教育の重点に示している施策や教育内容について実践研究を行い、校務支援システムへ 

の掲載や研究推進校独自の研究発表会の開催などを通して、研究成果・検証結果を全市に普及・啓 

発させる。 

  研究開発事業にかかわって市教委は２年度、各学校における新型コロナウイルス感染症への対応 
等を考慮し、「ＩＣＴを活用した“学ぶ力”の育成」「がん教育の推進」「帰国・外国人児童生徒等に 
対する教育の充実」の３つの課題を重点化して研究を進めた。 

  ３年度は、①知・徳・体の調和の取れた育ち②札幌らしい特色ある学校教育③子どもの発達への 
支援④信頼される学校の創造⑤教科等の枠組を越えた教育―の５分野で８つの研究課題を設定。研 
究の視点には「課題探究的な学習の推進」「小中一貫した教育の推進」（義務教育９年間を見越した 
系統性のある学び）の２点を掲げた。 

  研究課題ごとに設定する実施要項に基づき研究推進校を指定。また、専門性のある研究課題につ 
いて、校長、教諭、有識者等と教育委員会からなる実践研究会を設置して研究を進める。 

  本年度、公募する研究推進校の研究課題は「ＩＣＴを活用した学ぶ力の育成」「ＳＤＧｓ“環境” 
等の視点を意識した取組の推進」「防災教育の推進」「地域とともにある学校づくりの推進」「英語教 
育改善プランの推進」の５点。「自殺予防等、生命を尊重する心の育成」「がん教育の推進」「帰国・ 
外国人児童生徒等に対する教育の充実」の３課題については実践研究会を設置する。 

  今後、研究課題ごとに研究推進会議を開き、研究の方針や方向性について検討。研究課題の内容 
に合わせた研究授業やアンケート等を実践するなど、研究の検証を行う。           

研究の成果や検証結果などについては、市ホームページや校務支援システムへの掲載、研究集録等 
の発行・配布、研究推進校独自の研究発表会の開催などを通して、全市への普及・啓発を図ってい 
く。令和３年度研究開発事業の研究概要はつぎのとおり（①研究テーマ②研究内容・研究の視点等

③形式・募集研究推進校）。 
【知・徳・体の調和の取れた育ち】 
▽ＩＣＴを活用した学ぶ力の育成＝①１人１台端末を活用した学ぶ力の育成について、効果的な取組 
に関する実践的研究②各学校段階における、１人１台端末を学習ツールとして活用することで課題 
探究的な学習を一層充実させる効果的な取組や授業についての実践的研究③研究推進校・小・中学 
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校、高校各１校程度 
▽自殺予防等、生命を尊重する心の育成＝①ストレスマネジメントおよびＳＯＳの出し方教育に関す 
る実践研究②北海道大学との自殺予防共同研究の成果を踏まえた指導資料を活用した実践研究③実 
践研究会 

▽がん教育の推進＝①がん教育の推進に関する実践的研究②がんについて正しく理解するとともに健

康と命の大切さについて主体的に考えることができるようにするがん教育の実践研究③実践研究会 
【札幌らしい特色ある学校教育】 
▽ＳＤＧｓ「環境」等の視点を意識した取組の推進＝①ＳＤＧｓの視点を意識した教育活動の推進に 
関する実践的研究②持続可能なまち札幌の実現に向けた、環境・経済・社会等の環境保全の取組に 
ついて、SDG’s の視点を取り入れた指導の充実を図る③研究推進校（公募）小・中学校各２校程度 

【子どもの発達への支援】 
▽帰国・外国人児童生徒等に対する教育の充実＝①特別の教育課程による日本語指導の充実に関する 
研究②初期指導段階における効果的な指導方法の実践交流、初期指導段階における効果的な指導資 
料の作成③実践研究会                                  

【信頼される学校の創造】            
▽防災教育の推進＝①災害に適切に対応する能力の基礎を培う防災教育の指導方法等に関する実践研 
究②発達の段階を考慮した、関連する教科等における指導（授業公開を含む）③研究推進校（公 
募）小学校２校、中学校２校、高校１校程度 

▽地域とともにある学校づくりの推進＝①小中一貫した教育の仕組み（パートナー校）を基本とし 
た、地域とともにある学校づくりの推進に関する研究②地域と学校が一体となり子どもを育てる合 
議体の組織や地域の人材を活用した多様な学びや体験の場づくりなどについての具体的な取組の実 
践および効果等の検証③パートナー校（公募）小・中学校２～５校程度 

【教科等の枠組を越えた教育】 
▽英語教育改善プラン＝①小・中・高校における外国語教育の充実を図る実践的研究②英語を用いて 
コミュニケーションを図る資質・能力の育成を目指した言語活動やパフォーマンス等による評価の 
実践的研究、小・中学校の外国語教育における校種間連携の実践的研究③研究推進校（公募）小学 
校、中学校、高校各１校、パートナー校（公募）小・中学校１校    0414DT 

 
39 札幌市 障がい児通所支援等事業所 デイサービス 548 ヵ所 保育所等訪問も過去５ 

年で最多  0421DT 

●札幌市保健福祉局は、４月１日時点の障がい児入所施設・障がい児通所支援を行う事業所数をまと 

めた。障がい児の自立促進と放課後等の居場所づくりを推進する放課後等デイサービスを行う事業 

所は５４８ヵ所。集団生活適応のための訓練などを実施する保育所等訪問支援を行う事業所は３９ 

ヵ所となるなど、いずれも過去５年で最多となった。 

  国は平成２４年、児童福祉法を一部改正。障がい児が 
集団的生活を営む施設において、障がい児以外の児童と 
の集団生活への適応のための専門的な支援などを供与す 
る障がい児通所支援の充実を図るため、放課後等デイサ 
ービスや保育所等訪問支援を創設した。保育所等訪問支 
援の保育所等には小・中学校なども含まれる。 
 放課後等デイサービスは、学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休業中 
に、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することによって、障がい児の自立促進と放課後 
等の居場所づくりを推進するもの。 
 保育所等訪問支援の内容は、①障がい児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）②訪 
問先施設のスタッフに対する支援（支援方法の指導等）―の２つとなっている。 
 国は新型コロナウイルス感染症が流行し始めた前年度、通知「緊急事態措置を実施すべき区域の 
指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について」を各都道府県・指定都市に発出。 
障がい児の生活リズムを崩さない必要があることから、一斉臨時休業や分散登校期間においても、 
放課後等デイサービス事業所において体制を確保する必要性を示した。 
 市保健福祉局が集計した市内障がい児入所施設および障がい児通所支援を行う事業所数のうち、 
放課後等デイサービスを行う事業所は１日時点で５４８ヵ所と、過去５年間の推移をみると、右肩 
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上がりに増加。また、保育所等訪問支援を行う事業所も３９ヵ所と過去５年間で最多となった。 
 同局は、子どもの数が減少傾向にある中で事業所数が増加していることについて、「障がい児の数 
が増えていることが一因」と分析。例年どおり一定数の事業所閉鎖はあるものの、「新型コロナウイ 
ルス感染症の影響による閉鎖は少ない」としている。 

 
40  札幌市教委 ３年度の特色ある学校教育 図書館活用の取組など 五輪前 「オリ・パラウ 

イーク」  0414DT 
●札幌市教委は、令和３年度の札幌らしい特色ある学校教育推進事業について、さっぽろっこ「らし 

さ」ウイークを設け、全市立学校・園で取り組む。東京２０２０大会の開催前１ヵ月間は「さっぽ 
ろっこオリ・パラウイーク」として、オリンピック・パラリンピックにかかわる取組を重点的に実 
施。１０月下旬の読書週間前後は、「さっぽろっこ読書ウイーク」として、学校図書館の活用にかか 
わる取組などを行う。研究指定校事業には、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を取り入れた取組な 
ど２点を推進。持続可能なまち札幌の実現に向けた環境・経済・社会など環境保全の取組について 
指導の充実を図ることで、ふるさと札幌を大切にする心を育んでいく。 
事業は、すべての学校が育てたい力を明確にしながら取り組む特色ある教育活動の推進を目的に 

実施しているもの。市の教育が目指す人間像「自立した札幌人」を育成するため、共通に取り組む 
３つのテーマ「雪国札幌を考える【雪】」「未来の札幌を考える【環境】」「学びの基盤となる【読 
書】」を中心に据えている。 
 事業の充実に向けた柱には、「幼・小・中・高のつながりを意識する視点」「発信」の２点を設定 
している。本年度、研究推進校を指定して取り組むものは、①オリンピック・パラリンピック教育 
推進事業【雪】②ＳＤＧｓ等の視点を取り入れた取組の推進【環境】―の２点。 
 これまで単独事業として扱っていた①については、冬季オリンピック大会を開催した市のスポー 
ツの価値への理解を深めるとともに、共生社会への理解など多面的な視点から、オリンピック開催 
の歴史と伝統を踏まえた指導の充実を図るため、同事業の中に位置付けた。 
 ②は、ＳＤＧｓ未来都市に指定されている市の環境・経済・社会など環境保全の取組について、 
ＳＤＧｓの視点を取り入れた指導の充実を図ることが目的。今後、研究推進校を募集する。 
 【読書】については、学校図書館活用の手引作成事業を実施。教員など、学校図書館に携わる 
様々な関係機関から、研究推進委員を委嘱し、各校での取組における成果と課題の分析や今後の方 
向性について、手引を作成する。 
 また、全市立学校・園の取組として、さっぽろっこ「らしさ」ウイークを設置。東京２０２０大 
会の開催１ヵ月前はさっぽろっこオリ・パラウイークとして、オリンピック・パラリンピックにか 
かわる取組を重点的に行い、ふるさと札幌を心にもつ学びを推進。環境都市札幌の宣言日となる６ 
月 25 日の前後２週間は、自ら環境を守り育てる態度を育む「さっぽろっこ環境ウイーク」とする。 
 １０月下旬の読書週間の前後には、読書および学校図書館の活用にかかわる取組を重点的に行う 
ことを通して、言葉から表現力や想像力を豊かにする学びを進める。 
 それぞれの取組における周知方法は、各校・園のホームページで発信することを基本としてお 
り、市民への具体的な周知方法は今後検討していく。 
 

41  札幌市教委 小３対象に35 人学級3 年度4 校で試行 ４年度全校実施目指し検証  0428DT 
●札幌市教委は、小学３年生を対象とした少人数学級について、令和３年度、市立学校４校で試行実 

施する。加配定数の振り替えによって、担任外だった教諭が担任を受け持つ場合など、学校運営上  

の影響や課題を検証。４年度からの全校実施に向け、準備を進めていく。 

国はことし４月、公立小学校の全学年で学級編制の標準を３５人とする義務標準法の改正法等を 
施行。３年度は２年生で実施し、７年度までに段階的に全学年に広げることを示した。 
市は、平成１６年度に小学１年生で少人数学級の導入を開始。小学２年生は１７年度から、中学 

１年生は１８年度から段階的に導入を進めてきた。 
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義務標準法の改正等を見据え、ことし２月、児童生徒数の推計から小学３年生で１学級当たりの 
人数が４０人となる学校に対し、少人数学級試行の希望を調査。結果を踏まえ、市内４校を選定 
し、影響や課題を検証することとした。選定校では、チーム・ティーチングや少人数指導（習熟度 
別指導）などで活用していた加配定数を振り替えることによって、担任外だった教諭が担任を受け 
持つ場合など、学校運営上の影響や課題を検証。 
市教委は、より具体的な検証方法について検討中としており、試行実施の影響や課題を踏まえ、 

４年度からの小学３年生における少人数学級の全市拡大に向け、準備を進めていく。 
 

 

42 札幌集中のリアル＜広がる教育格差＞①まちに子供がいなくなる「閉校ドミノ」止ま   

らぬ道内札   0419H 

●児童２人だけ それでも学校は地域の要 
児童全員で５５人ながら、小学校４校を残すまちがある。かつてニシン漁で栄えた後志管内積丹 

町。そのうちの１校、全校児童２人の日司（ひづか）小で３月２０日に卒業式が開かれ、たった一 
人の６年生三上託摩（たくま）君（１２）の涙声交じりの答辞が体育館に響いた。「学校の歴史と伝 
統を受け継ぐタマキさんにバトンを渡します」 
 タマキさんとは、唯一の在校生で、託摩君のいとこの５年生三上球椿（たまき）さん（１１）。 
「２人で遊んだり笑ったりした日々を忘れません」。そう託摩君に別れを告げ、新入生の弟竜一郎君 
（６）と、再び全校児童２人の生活を送る。 
人口１９００人の積丹町は「小学校は地域づくりの大切な基盤」（松井秀紀町長）とし、１０年以 

上にわたり学びやの統合をしていない。２０１９年度に全校児童２人になった日司小は、最新の学 
校基本調査で道内最小規模の小学校だ。 
 町中心部から２０キロ離れ、１２７人が暮らす日司地区にとって、学校は欠かせない存在になっ 
ている。運動会の日は休漁にし、地域一丸で競技に参加。学芸会ではステージに向かって「おひね 
り」が飛ぶ伝統も残る。託摩君らの祖父三上一孝ＰＴＡ会長（７７）は「学校があるから地域が元 
気でいられる」と話す。 
 道内では、積丹町のように小規模校を残す地域は減り続け、小中学校の「閉校ドミノ」が止まら 
ない。全道の児童生徒数は１９６１年の１１３万人から３６万人まで減少。人口が集中する札幌は 
おおむね横ばいなのに対し、全道の学校数はピーク時の４割になった。少子化の勢いが増す中、地 
域にとって望ましい学校のあり方を巡り、各地で手探りが続く。 
■ 調理実習 先生役は児童の母親ら 

 道内の小学校で最も少ない全校児童２人の後志管内積丹町立日司（ひづか）小。２月下旬、６年 
生の三上託摩（たくま）君（１２）が町内他校との合同オンライン授業に臨み、タブレット端末に 
向かって「伊能忠敬の人生に感動しました」と国語の授業で学んだことを発表した。異なる学年で 
編成する複式学級のため、５年生の三上球椿（たまき）さん（１１）は同じ教室内で、机を別の方 
向に向けて星座の調べ学習を行っていた。 
 超小規模校の授業風景は独特だ。調べ学習の成果は、校長も参加する全校朝会で発表する。３月 
上旬に行われた調理実習は、児童の母親らが先生役となった。体育で球技がしづらいなどの制約は 
あるが、山田正校長（６０）は「目が行き届き、行事で一人一人が得る経験も大きい」と話す。 
 日司小が児童２人でも残っているのは、地域の強い意向があるからだ。2009 年、町教委は当時５ 
校あった１０人未満の小学校を中心部の美国小に集める案を検討したが、住民側は「閉校すれば地 
域が衰退する」などと主張。賛成した他の２校が統合され、小学校４校、中学校１校となった。 
 だが、町内の児童の減少は止まらない。当時９５人いた数は５５人になり、日司小の入学予定者 
も今のところ、球椿さんの妹芝季希（しずき）ちゃん（４）だけ。「学校は残したいが、これだけ減 
ると数年先はどうなるか分からない」。三上一孝ＰＴＡ会長（７７）も答えを探す。 
■「教育環境充実のため」 各地で苦渋の決断 
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 文部科学省は１２～１８学級に満たない学校の統 
廃合の検討を促し、小規模校は「社会性が身につき 
にくい」「人間関係が固定化しやすい」と指摘する。 

学校運営の経費は基本的に地方交付税などで賄わ 
れ、改築や改修を除き市町村の持ち出しは少ない。 
それでも「教育環境の充実のため」と苦渋の決断を 
下す地域は多い。 
 道内で３月末に閉校した小学校１５校のうち、釧 
路管内弟子屈町の奥春別小（児童数１６人）は、住 
民側から町中心部の弟子屈小への統合を要請した。 
４月以降の入学予定者が地区にいないため。美唄市 
の南美唄小（児童数３４人）は、市教委が保護者に行った調査で一度は「統合反対」となったが、 
隣接の南美唄中の統合決定を受けて賛成に傾いた。 
 ３月末、室蘭市の天沢（てんたく）小（児童数７６人）が２キロ離れた地球岬小に統合された。 
「スクールバスの停留所までの見守りを、児童のために続けよう」。地元の御崎（みさき）町会長の 
今泉勁介（けいすけ）さん（７６）は、寂しがる住民に会うたびにこう励ましている。 
 市教委は１９９６年、人口減少時代を見越して、クラス替えができる学校規模を保つために大胆 
な統廃合計画を策定。小学校を２２校から９校、中学校を１１校から７校まで減らし、天沢小はそ 
の締めくくりとなった。計画初期に市教委幹部を務めた今泉さんは「反発もあったが、手厚いスク 
ールバスの導入などで住民の理解を得た」と振り返る。 
■ 繰り返される統合 もう限界 

 だが、地球岬小は天沢小との統合後も全学年が１学級にとどまり、他校でも同じ事態が起きてい 
る。市教委は「地域感情や通学距離を考えると、これ以上統合を繰り返すのは難しい」。 
 規模拡大のための統合は、各地で限界を迎えている。小、中学校が各１校の自治体は４５市町村 
に上る。道教大の玉井康之副学長（６２）＝教育経営学＝は「情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した 
遠隔授業など、小規模校を充実させる発想への転換が必要だ」と強調する。 
 国立社会保障・人口問題研究所の推計では、小中学生を含む道内の「0～14 歳」の人口は 2045 年 
に現在より４割減の３６万人となり、このうち４６％が札幌市に集中する。各地で学校規模の維持 
がさらに難しくなる中、より広範な統合に踏み切るのか、それとも小規模校の可能性を探るのか。 
地域ぐるみで考える時が来ている。 

 
43 札幌集中のリアル＜広がる教育格差>②地方に転勤したくない 教頭も教員も都市志向    

●「家族と一緒にいたい」昇任を拒否                        0420H 
管理職のなり手がいない原因は何だと思いますか」。面接官を務める道教委担当者の唐突な質問 

に、札幌圏の道立高校に当時勤務していた４０代の男性教諭は返答に詰まった。「どこまで本音を伝 
えていいのか迷った」。昨年１１月、道庁で行われた教頭昇任試験でのことだ。 
思い当たる「原因」はあった。何より自身が１０年近く、教頭への昇任を校長から毎年のように 

打診されては拒否し続けてきた。最大のネックは、ほぼ２年ごとに転勤を強いられること。「自宅も 
妻の職場も札幌で、子どもと一緒にいたかった。断り 
切れなくなり、末っ子が中学生になったのを機に決心 
した」 
 教頭は学校運営の要の役職だが、なり手不足は年々 
深刻さを増している。昇任試験の受検倍率は２０１１ 
年度で 2.9 倍だったが、20 年度は 1.0 倍まで低下した。 
各校では、校長が現場教員に受検を勧めるスカウト活動 
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も絶えず行われているという。道教委は「業務量の多さ 
に加え、転勤に伴う頻繁な道内地方勤務がなり手不足の 
背景にある」（教職員課）と分析する。 
 道立高の元校長６人が 19 年に共同発表した論文では 
仕事と家庭の両立を望む共働き世帯の増加など「ライフ 
スタイルの変化」もあると指摘した。執筆者の一人で元 
旭川東高校長の山根治彦・上川教育局主幹(64)は、札幌 
一極集中が進み、生まれも育ちも札幌の教員が増えてい 
ることに着目する。「大学まで札幌で過ごした人にとっ 
て、地方は全く別世界に映るようだ」 
■ 道教委採用試験受検者 ２０年で７２％減 

  管理職に限らず道内地方勤務を敬遠し、都市部を志向 
する教員は多く、その傾向は新卒者の採用段階から顕著 
に現れている。20 年度に行った教員採用試験の小中学校 
の受検者数を見ると道教委採用が 20 年前に比べ 72.0%   
減の計 1513 人だったのに対し、札幌市教委採用は 1.7 
倍の計 1014 人と大幅に増えた 

  道教委採用についても、札幌周辺や旭川、函館など都 
市部での勤務希望者は依然として多く、経験豊富なベテ 
ランが都市部に、若手が道内地方に多く配属される傾向 
は常態化。道央の道立高校長は「教育格差に拍車がかか 
り、郡部の子どもたちが中学、高校進学時に都市部へ流 
出する一因になっている」と危機感を募らせる。 
■「手厚い指導できる」小規模校にやりがい 

 「生徒が少人数だからこそ、手厚い指導ができると考 
えた。札幌で生まれ育った自分にとって、知らない世界だった」。道教大札幌校４年生の境大空（お 
おぞら）さん（２１）は６月の教員採用試験で、道教委採用の中学校を受けることにした。札幌市 
教委と迷っていたが、昨年１１月に石狩市厚田地区の小規模校で２日間行った教育実習が決め手に 
なった。境さんが参加したのは、道教委が昨年度に道教大の協力を得て始めた「草の根教育実習」。 
都市部勤務の希望者が多い学生たちに小規模校の魅力を知ってもらう狙いで、道教委の呼び掛けに 
応じた 15 市町村の小規模校 17 校に 35 人が参加した。本年度は、教育大以外の大学にも対象を広 
げる。 
 道教委は、平均年齢の低い管内と高い管内で人事交流を行う「広域人事」を１１年度に導入した 
が、原則として本人の希望を優先させていることもあり、近年の実施例は１５～２０人程度にとど 
まる。新たな実習制度を通じ、地方勤務に抵抗感のない教員を地道に増やしていきたい考えだ。 
 都市部と地方の教育格差の是正に向け、欠かせない教員の偏在解消。北大大学院教育学研究院の 
上山浩次郎講師（４０）＝教育社会学＝は、草の根教育実習を「有意義な取り組み」と評価した上 
で、こう指摘する。「道教委と札幌市教委が広域人事で連携するなど、行政の垣根を越えた大胆な対 
策も視野に入れる必要がある」 

 
44 札幌集中のリアル＜広がる教育格差>③大学進学実績 「東西南北」の圧倒的強さ    

● 大学進学実績 群抜く「東西南北」                    0420H 
■ 「放任主義」札南高 今はきめ細かな指導 

   道内随一の進学実績を誇る札幌南高校（札幌市中央区）には、門外不出の資料がある。先輩たち 
の過去の校内試験や模試の結果から精度の高い合格予想ができる「校内ビッグデータ」だ。職員室 
には面談を求める生徒が頻繁に出入りし、担任からデータに基づいた丁寧な助言を受ける。 

 「勉強については、悪く言えば放任主義」（南高校長経験者）。南高のそんな指導方針は近年変わっ 
たと言われる。生徒が学問の魅力や大学の得意分野を探究する「学問研究」の授業を約１０年前に 
導入。教務部は「知っている職業や難関大を安易に目指すのでなく、自ら考えて目標を明確にする 
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後押しがしたかった」と言う。データの活用も、きめ細かな指導の一環だ。 
  志田淳哉教務部長（４９）は、かつて「バンカラ」とも称された南高でこうした仕組みが成り立 
つのは、２００９年に石狩管内７学区が一つに統合された影響とみる。「管内全域に受験機会が広が 
った結果、これまで以上に優秀で素直な生徒が集まり、才能を引き出す支援方法とうまくかみあっ 
た」。今春は東大１６人、京大２３人など国公立大に過去最高の３００人が合格し、現役が大半を占 
める。東大と京大の合計は２位の札幌北高の約４倍に上る。 

  学区統合から１０年余り。南高をはじめ「東西南北」の４ 
進学校を筆頭に、札幌圏への受験学力の偏りが顕著になって 
いる。近年は公立上位校に迫る私立高も増加。進学実績の指 
標とされる北大の昨年の道内合格者をみると、札幌圏の高校 
の出身者が占める割合は７４％で、３０年前より１６ポイン 
ト増えた。道内地方の進学校との差も広がりつつある。 

  河合塾の北山健一札幌校舎長（３９）は「学区統合で進学 
校のレベルが一層上がり、保護者や生徒の『受験に有利なの 
は札幌圏』という意識は以前より強まった」と話す。全道各 
地から石狩学区に昨年流入してきた中学卒業生は流出を 531 
人上回り、学区統合前の０８年に比べ２倍になった。 
■ 高校受験見据え 中央区に続々転入 

 指折りの進学校に進む生徒が多い向陵中や啓明中などが集まる札幌市中央区内に、小中学校段階 
から転入する子育て世帯は市内外問わず多い。市内の学校の児童数は０５年から６％減ったが、中 
央区は１３％増加。市教委幹部は「物件探しの際、目当ての校区に該当するか学校側に問い合わせ 
る親もいる」と困惑する。道内地方の進学校は、札幌圏への生徒の流出と加速する少子化に頭を痛 
めている。ある高校は、過去に数十人いた北大合格者が近年１０～１５人に減少。学級減や現役合 
格の割合を考慮すれば実績が落ちたとは一概に言えないが、進路指導の担当教諭は「定員割れなど 
で、学力中位層も入学している面は否めない」と話す。 
■ 静内高 国公立大に２３人合格 

 「札幌の高校に進学させるか迷ったが、地元の高校を選んで良かった」。日高管内新ひだか町の静内 
高（４６７人）の島田民男教諭（５５）は３月、東京の難関私大に合格した生徒の母親からそう感 
謝された。約３分の１が大学に進学する静内高は、０７年に校内の希望者を募って特進クラス１学 
級を編成以来、実績を伸ばし、今春は北大１人を含む２３人が国公立大に合格。２０人を上回るの 
は４年連続で、記録更新が続く。 

  島田教諭は、札幌西高の進路指導部長から１７年に異動。特進クラスのてこ入れ策として、学級 
 通信を毎週発行したり、生徒との面談を増やしたりして受験の厳しさや学習習慣の重要性を訴え続 
けてきた。基礎学力の底上げの一環で英検対策にも力を入れ、昨夏には３年生４人が大学中級程度 
の準１級に合格した。 
 島田教諭は「親元から進学の夢がかなえられるよう、地方でもできることはまだある」と話す。 
地域や所得による教育格差の是正に向けた現場の模索は続く。（ 

 
45 道教委 ３年度働き方改革推進事業 恵庭など 3 市町村で 35 校 手引活用し業務改善    

● 道教委は、令和３年度働き方改革推進事業の推進地域と推進校を決定した。推進地域は恵庭市な 

ど新規７市町村を含む１３市町村、推進校は新規１０校を含め、小・中学校、高校、特別支援学校  

合わせて３５校となっている。各校は北海道の学校における働き方改革手引『Road』を活用した業 

務改善に取り組み、各管内の働き方改革推進会議などで成果を共有する。                    

  事業は、学校の実態に応じた効果的な働き方改革を進めるため、推進校を指定し、『Road』の実践 
事例の普及啓発や北海道アクション・プランに掲げる取組を積極的に進め、好事例の横展開、実効 
性の高い働き方改革を推進することが目的。本年度は第２期プランの開始に伴い、推進校における 
選択取組の項目に「ＩＣＴを積極的に活用した業務等の推進」「教頭への支援」などを追加。学校力 
向上に関する総合実践事業の指定校のうち、管内から１校を働き方改革推進事業の推進校に準ずる 
学校として位置付けた。 

  本年度の推進地域は恵庭市など１３市町村。市町村における業務改善方針・計画に掲げる取組を

推進し、教育職員の時間外在校等時間を１ヵ月で４５時間以内などとする目標達成へ、必要な環境 
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 整備に努める。 
 推進校は小学校１５校、中学校１２校、高校７校、特別支援学校１校の計３５校で、『Road』を踏 
まえた業務改善の取組などを推進。在校等時間を分析・可視化することで、ワークライフバランス 
の確立に向け、職員の意識向上を図る。 
 各管内では、働き方改革推進会議など推進校を中心とした研修会を開催し、取組の成果や課題を 
共有。渡島・上川教育局の主幹（働き方改革）による専門的な助言を受けながら、教育局チームが 
中心となって指導助言、進ちょく管理を行う。  0430DT 

 
46 性被害防止へ、国が年代別に教材…小中高など授業で活用 0416y   
●文部科学省と内閣府は１６日、子供たちに性被害を防ぐ意識をもってもらうため、年代別の「性被 

害防止教材」を公表した。国が子供の発達段階に応じて体系的な教材をつくるのは初めて。学校の 

授業などで活用を促す方針だ。 

  わいせつ行為で処分される教員数が高止まりしていることや、ＳＮＳ 

の利用で性犯罪に巻き込まれる１８歳未満の子供が増加傾向であること 

などから、子供たちが身を守るためには、幼少期からの教育が必要だと 

判断。昨年以降、有識者による検討会の議論をもとに教材作成を進めて 

いた。 

 教材は年代別で、幼児期、小学校の低・中学年、高学年、中学、高 

校、主に大学の６種類を作成した。文科省では、発達段階に応じた「生  

命の安全教育」を今年度から一部学校で先行実施し、順次、拡大してい 

く方針。学校現場では保健体育や道徳、特別活動などでの活用が想定さ 

れている。 

  被害に気づきにくい幼児や小学生向けの教材では、「水着で隠れる部 

分は大切なところ」などとわかりやすく解説。見せたり、触らせたりし 

ないことを教えるほか、触られて嫌な気持ちになったら 

拒否したり、逃げたりして信頼できる大人を頼ることを 

明記した。中高校生向けでは、ＳＮＳの危険性を強調し 

た。ネット上で知り合った相手をすぐに信用しないこと 

や、交際相手でも下着姿や裸の写真を送らないよう訴え 

た。加害者にも被害者にもなり得ることに触れた。 

  また、性暴力とは対等な関係でない場合に起こりやす 

いとして、被害を受けると、自分を責めるなど心身に深 

刻な影響が出ることを例示した。「被害にあった人は決 

して悪くない」と強調し、抱え込まずに相談するよう促している。 

  教材は文科省のホームページからダウンロードできる。 

 

47 子どもの性被害防げ、教材初作成 政府、幼児から大学生まで 0416H   
●深刻化する子どもへの性犯罪や性暴力の被害を減らそうと、内閣府と文部科学省は学校などで使え 

る教材を初めて作成し、１６日公表した。イラストを交え、幼児から大学生までの年代に応じて分 

かりやすい言葉で注意点を解説した。道徳や保健体育などの授業を想定し、本年度中にモデル校を 

選んで教材を配布。２０２３年度から全国の小中高校での活用を目指す。 

  教材は幼児、小学校低・中学年、小学校高学年、中学、高校、大学などの計６種類。被害者だけ 

でなく加害者や傍観者にならないために、異性との適切な距離の取り方なども盛り込んだ。 

  例えば幼児向けでは、プールに入る時に「みずぎでかくれるところは じぶんだけのだいじなと 

ころ」と説明。自分の体を他人から守る必要性を理解してもらう。 

  小学校高学年向けでは、会員制交流サイト（ＳＮＳ）を利用する際に「やりとりしている相手は  

本当に信らいしていい人なのかな？」と問い掛け、軽い気持ちで会ったところ、車に連れ込まれそ 
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うになる危険性を図示している。 

 中学生向けでは恋人に暴力を振るわれる「デートＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」の例を紹 

介。高校生向けには、周囲が理解のない言動で被害者を傷つける二次被害防止の大切さや、友人の 

被害に気付いた時の対応も盛り込んだ。 このほか中学生向けからは、被害を相談できる全国共通 

の短縮番号「＃８８９１」の紹介、高校生向けからはセクハラ事例も加えた。 

  教材は弁護士や大学教授、現職教員らでつくる有識者検討会が、学校やＮＰＯの先進的な取り組 

み事例を基に作成した。 これとは別に、指導方法や注意点をまとめた手引も作成し、都道府県教 

育委員会などを通じて周知。被害経験のある児童や生徒がいることを想定し、養護教諭との連携な 

ど事前の準備も求めている。 

 

48  性犯罪生まないために 全国で「生命の安全教育」  0426n 
●令和 7年度から  

 文科省は令和５年度から、性犯罪・性暴力を生まないようにするため、幼児期から高校生期までを 

対象とした「生命（いのち）の安全教育」を全国展開する。１６日には内閣府と協力して制作した 

教材や指導資料を公表。幼児期用の教材は、入浴時は水着を着ないのにプールでは水着を着るのは 

なぜかなどと問い掛け、自分だけの大切な部分だから隠すなどと説明している。知的障害がある子 

ども用には指導資料を制作した。 

  「生命の安全教育」は本年度から来年度にかけて実証研究を 

行う。生命の尊さ、素晴らしさを児童・生徒らに伝え、性犯 

罪・性暴力の被害者にも加害者にもならないようにすることを 

目指す。 

  教材・指導資料は、小学校用を低・中学年用と高学年用に分 

けるなど発達段階に応じて細分化した。 

  教育課程上の位置付けとしては、体育科、保健体育科をはじ 

め、特別活動を含む教育課程内外のさまざまな活動の中で、この教材の活用が考えられるとしてい 

る。活用に当たっては、幼児期を含めて、児童・生徒らが家族などから性暴力被害を受けている可 

能性があることを意識するよう求めている。事情によっては、この教材を使った学習・活動に参加 

しなくてもよいことや、途中退席してもよいことを伝えるといった配慮が必要だとした。 

  幼児期向けの教材は、紙芝居形式で活用することを想定している。併せて、幼児期は、遊びや生 

活を通して学ぶ時期であるとして、園での生活の中で機会を捉えて指導することが大切だと解説し 

ている。 

  この教材に収録した「なぜ水着を着るか」は、小学校低学年用でも採用している。小学校高学年 

用でも扱っているが簡素化している。 

  高校生用は、卒業直前に活用することを想定したものも設けた。薬物やアルコール飲料を利用し 

た性犯罪・性暴力や、アダルトビデオへの強制出演などを扱っている。 知的障害がある子どもに 

は、小学生用や中学生用の教材を状況に応じて使う。文科省のホームページでは、これらの教材や 

指導資料を使った活動を実施する際、保護者に説明するための文案も掲載している。 

  作成に当たって文科省は、東京学芸大学教職大学院の渡邉正樹教授を座長とする検討委員会を設 

置。昨年９月から４回の会合で、先行的に関連する取り組みを進めてきた学校から意見を聞くなど 

して、議論してきた。 

  この検討委員会には、小学校の校長と養護教諭、高校の校長、特別支援学校の校長を交えてい 

る。検討委員会の報告書では、先行事例の分析から、性暴力防止のための教育について、「加害者に 

ならない」という観点が最も重要だという見解を紹介。性暴力そのものを教える前に、心と体は自 
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分のものであって、尊重されなければならないことを教えるとした。 

  併せて、児童・生徒の中に被害者がいることを想定した授業にする必要があるなどとしている。 

 授業以外の指導の場面としては、スカートめくり、ズボン下ろしといった行動を挙げている。 

 

49  虐待対応、１９万７千件に コロナ禍の２０年統計  0416H 
●全国の児童相談所が２０２０年に児童虐待として対応した件数が１９万７８３６人（速報値、対前 

年比６％増）に上ったことが１６日、厚生労働省の統計で分かった。児童虐待は増加の一途をたど 

るが、同年前半は増加し、中盤以降は増減幅があった。同省は新型コロナウイルス禍の影響につい 

ては「原因分析に至らないが、引き続き注視したい」としている。 

 例年夏に公表され、注目を集める対応件数は「前年度」ごとの集計。厚労省はコロナ禍を受け、 

例年にない月次のデータ公表をしており、このたび１年分が出そろった。 

 年度別集計での最新は１９年度の１９万３７８０件。１９９０年度の統計開始以来、２９年連続 

で最多を更新している。今回公表された月次統計の年間集計を見ると、２０年度分にカウントされ 

る４月以降は前年比で減少した月もあり、今夏公表予定の年度集計に注目が集まる。 

 厚労省によると２０年の月次統計は次の通り（かっこ内は前年同月比）。 

 １月１万４８１６人（２１％増）、２月１万５０５１人（１１％増）、３月２万３７３２人（１８ 

％増）、４月１万４９２１（９％増）、５月１万３７２３人（１％減）、６月１万８０２０人（１２％ 

増）、７月１万７００２人（４％減）、８月１万４９０２人（増減０％）、９月１万６８４９人（７％ 

増）、１０月１万７６９１人（増減０％）、１１月１万４６９２人（５％減）、１２月は１万６４３７ 

人（４％増）。 

 
50 「学習障害に理解を」親の会結成 読み書き困難な小中学生 悩み共有 学校に配 

慮求める  0414H 

●読み書きが困難な学習障害（ＬＤ）の子どもを持つ十勝管内の母親たちが「十勝読み書き友の会」 

を結成した。授業の理解が難しい子どものために、学校にタブレットの持ち込みを求めても断られ 

るケースもあるといい、母親同士の悩みを共有し、解決を目指すとともに、ＬＤに対する周囲の理 

解を促し、子どもが学びやすい環境づくりを進める。。 

同会は、読み書きが困難な小中学生の子どもを持つ４人の母親がメンバーで、昨年１２月に発足 

した。読み書き障害は知的能力の低さや勉強不足が原因ではなく、読み書きに時間がかかったり、 

間違いが多かったりする。見た目では分かりにくく支援を受けられず孤立してしまうことも多い。 

同会は定期的に相談会を開催。３月中旬にはオンライン会議システム「Ｚｏｏｍ（ズーム）」で、 

十勝の親子３組が互いの悩みや学習環境を話し合った。 

発起人の女性は、小学生と中学生の２人の子どもがおり、いずれも読み書き障害がある。授業の 

板書をノートに書き写すことに時間がかかり、プリントの枠内に字を書くことが難しいため、自分 

のタブレットに教科書のデータを入れ、文字を拡大して読むほか、読み上げ機能を活用する。 

ただ、学校からタブレット使用の許可を得るのは容易ではなかった。中学校に医師の診断書を提 

出したが、学校側からは「通信機材の持ち込みは校則で禁止」と言われ、交渉が進まないため弁護 

士に依頼。許可が出るまで半年かかり、その間、子どもは不登校になった。女性は「本当に大変だ 

った。他の母親に同じ思いはしてもらいたくない」と語る。 

２０１６年施行の障害者差別解消法では、平等に学べる環境を整えるため、必要な場合はタブレ 

ットの持ち込みを認めるなどの「合理的配慮」が国や自治体に義務づけられた。同会によると、管 

内の市町村立の小中学校でタブレットの持ち込みが認められている児童生徒は３人。学校側に訴え 

ても「教師が使えない」「一人だけ特別扱いできない」などと断られることもあるという。 

十勝教育局によると、授業でのタブレット使用は学校ごとの判断で、「本人の努力不足ではない」 

「他に選択肢がない」などを考慮して決めるとし、学校だけで判断が難しい場合は、医療専門家ら 

の助言を受ける。同局は「タブレット活用が子どもの成長につながるのか総合的に判断することに 

なる」とした。 

 

51  札幌市教委調査 ＳＮＳで嫌な経験 小中高生８割 「ない」 情報モラル等の指 

導成果  0415DT 
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●札幌市教委は、令和２年度に実施した児童生徒の実態に関する基礎調査の報告書をまとめた。通話 

やメール、SNS の使用頻度について、「3時間程度から 4時間以上」と回答している割合は小・中学  

校、高校それぞれ過去最高値となった。一方、ＳＮＳでの嫌な思い経験やいたずら等の経験につい 

て、「全くない」「ほとんどない」と回答している児童生徒の割合が小・中学校、高校いずれも８割 

を占めた。市教委は「各校で情報モラルなどに関する指導の成果が表れている」と分析している。 

 平成１４年度から３年ごとに実施しているもので、令和２年度は昨年１１月に市内２６校の小学 

５年生１０９４人、中学２年生９０１人、高校２年生５５４人を対象に 36項目について調査した。 

 質問項目のうち、パソコン、スマートフォンなど情報端末機の所有状況について、「家族全員が持 

っている」と回答した児童生徒の割合は、前回調査の平成２９年度と比較すると、小学５年で 6.2 

ポイント増の４４・５%、中学２年で１３・６ポイント増の７０・２％、高校２年で７・５ポイント 

増の８３・２％と、いずれも前々回の２６年調査時から毎回増加している。 

 学習以外での情報端末機の１日の使用頻度は、小学５年が「１時間以内」（２７・６％）、中学２ 

年と高校２年が「２時間程度」（中２＝28.7％、高２＝30.3％）と答えた割合が最も高かった。 

 また、使用頻度と就寝時間のクロス集計では、学習以外での情報端末機の使用時間が長くなるほ 

ど午後１１時以降に就寝する割合が高くなっており、４時間以上と回答した児童生徒の約４割が就 

寝時間が午前零時を過ぎていることが分かった。 

 通話やメール、ＳＮＳの使用頻度について、「２時間程度から４時間以上」と回答している割合は 

26 年度調査時からどの学年も増加。一方、「ほとんどしない」と回答した割合は小学５年で 61.4％ 

中学２年で３８・９％、高校２年で９・２％と過去最低となった。 

 インターネットやＳＮＳでの嫌な思いの経験については、「全くない」「ほとんどない」の回答を 

合わせた割合は、小学５年が９３・９％、中学２年が８７・９％、高校２年が８３・５％となり、 

中でも高校２年においては今回の調査が最高値となった。 

 インターネット等でのいたずらなどの経験についても、「全くない」「ほとんどない」がどの学年 

でも増加しており、過去最高値となった。 

 市教委は調査結果について、各校における情報モラル等に関する指導や教育の成果と分析。今後 

は「家庭での情報端末機の使用におけるルールづくりなど、一層の啓発を行っていくことが大切」 

としている。 

 このほか、新型コロナウイルス感染症による学校生活への影響についても分析。 

 「学校で楽しいと感じるとき」の回答について経年変化をみると、「友達と話したり遊んだりして 

いるとき」「給食や弁当を食べているとき」「クラブ活動や部活動」の割合がいずれの学年も減少。 

特に高校２年で大幅に減少した。 

 また、休み時間にグラウンドなどへ出る頻度については、「いつも出る」「ほとんど出る」の割合 

が小学５年で大幅に増加しているものの、中学２年ではこれまでの調査で増加傾向だったが減少に 

転じた。 

 市教委は「小学校では友達とのかかわりを校内で十分にもつことができないため、外遊びの場面 

を通して、できる限り発散しようとした結果」とする一方、「中学校では外遊びでの接触による感染 

の拡大を避けようとした結果ではないか」としている。 

 

52  死亡の中１男子、いじめ認定   0413NG 
●北海道登別市で昨年 6 月、市立中学校 1 年生の男子生徒=当時(13)1 が死亡した問題で、市教委の第 
三者委員会は 3 月 22 日、いじめがあったとする報告書を市教委に答申した。一方、新型コロナウイ 
ルスに対する不安など生徒自身の内的問題も影響したと結論付けた。 
第三者委は、主に部活内であった男子生徒へのからかいをいじめと認定。新型コロナに対する不 

安や外出できないストレスで心身が弱り、外的要因と内的悶題の両者が関与して死亡に至ったと判 
断した。 
市内で会見した武田博教育長は「内容をしっかり精査しながらこれから対策に向け、しっかり取 

り組んでいきたい」と述べた。男子生徒は昨年 6 月、市内の自宅近くで倒れているのが見つかり、 
搬送先の病院で死亡が確認された。保護者から「いじめによる自殺が疑われる」と指摘を受けてい 
た。 
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53  中・高の半数にヤングケアラー 一日 7 時間費やす生徒も   0419n 
●家族が病気であるなどの事情から、大人が担うような介護・家事を行っている「ヤングケアラー」 
について、厚労、文科の両省が公立の中学校、高校を対象として実態を調べたところ、中学校の 
４６・６％、全日制高校の４９・８％にそうした生徒が「いる」と捉えていることが分かった。定 
時制高校は７０・４％、通信制高校は６０・０％と、全日制を上回った。家族の世話に費やす時間 
は長い生徒で１日当たり７時間以上に達している。 

  この調査は昨年１２月から今年１月にかけて、全国の学校を抽出して実施。中学校と全日制高校 

は全体の約１割、定時制・通信制高校はそれぞれ各都道府県から１校ずつを対象とした。学校にも 

生徒にも回答を求めた。通信制高校の生徒は学年を問わず、それ以外の学校は２年生に当たる学年 

の生徒が回答した。 

  回答を求めるに当たって、ヤングケアラーについて「本来、大人が担うと想定されている家事や 

家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子 

ども自身の権利が守られていない子ども」と定義した。 

  学校を対象として、ヤングケアラーの有無を尋ねたところ、「いる」は中学校が４６・６％、全日 

制高校が４９・８％、定時制高校が７０・４％、通信制高校が６０・０％。「分からない」との回答 

もそれぞれ一定の割合を占め、中学校は１９・４％、全日制高校は３３・３％、定時制高校は 18.5  

％、通信制高校は３１・４％だった。 

 「いない」は中学校が３４・０％、全日制高校が１６・５％、定時制高校が１１・１％、通信制高 

校が８・６％だった。 

  ■ きょうだいの世話が多く 

  生徒に対しては、世話をしている家族がいるかどうかを尋ねた。「いる」は中学生が５・７％、全 

日制高校の生徒は４・１％、定時制高校の生徒は８・５％、通信制高校の生徒は１１・０％となっ 

た。やはり、定時制・通信制で割合が高かった。 

  世話をしている相手は「きょうだい」がどの校種でも多かった。学校対象の調査では、ヤングケ 

アラーと思われる生徒のうち７割以上が「家族の代わりに、幼いきょうだいの世話をしている」と 

の結果が出ている。定時制高校の生徒に限ると９割を超えた。 

  世話をしている家族がいると答えた生徒に、平日について世話に費やす時間を尋ねたところ、「３ 

時間未満」は中学生が４２・０％、全日制高校の生徒で３５・８％、定時制高校の生徒で 19.4％、 

通信制高校の生徒で３４・７％を占めた。定時制・通信制高校の生徒は、長時間化する傾向が強か 

った。「７時間以上」の割合は、中学生が１１・６％、全日制高校の生徒が１０・７％、定時制高校 

の生徒が９・７％、通信制高校の生徒が２４・５％だった。 

  この調査の回収率は中学校が７５・４％、全日制高校が７１・１％、定時制高校が５７・４％ 

（２７校）、通信制高校が７４・５％（３５校）。定時制・通信制高校の調査結果はサンプル数が少 

ないため、参考値と位置付けている。 

 

54  児童虐待の支援例追記 道教委 ＳＣガイドライン等改正   0421DT 

●道教委は、スクールカウンセラー（SC）ガイドラインおよびスクールソーシャルワーカー（SSW） 
ガイドラインの一部を改正した。職務内容に児童虐待事案における支援例を追記。貧困や進路に関 
する問題などで両者が相互に連携し、学校を支援する具体例を示した。 

  両ガイドラインは平成３０年４月に作成。ＳＣとＳＳＷの職務内容、活用に当たっての市町村教 

委の支援体制の整備、学校における体制づくりで必要な事項などを示している。 

 ４月に両ガイドラインを改正。内容をみると、SC においては学校に児童相談所や警察を紹介し、  

より専門的な援助を受けた方がよい事例の見立てや連携の仕方を助言することなど、児童虐待事案 

における支援を追記。SSW においては、教職員と一緒に保護者へのかかわりの糸口を探したり、虐待 

の仕組みなどのアセスメント、関係機関とのケース会議の開催の提案などの支援を示した。 

 また、ＳＣ、ＳＳＷの相互連携について追記。子どもとカウンセリングや保護者との面談におい 

て貧困の問題や進路に関する問題がかかわる場合、両者が連携する具体例を盛り込んだ。 

 このほか、ＳＣに指導助言するため令和２年度から各教育局に配置したスーパーバイザーについ 

て追記した。道教委は各市町村教委や学校に対し、内容を参考にして SC・SSW を積極的に活用する 

よう求めている。 
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55  旭川市、いじめ有無の調査検討へ 生徒死亡巡る報道受け   0422H 
●【旭川】旭川市内で今年３月、当時中学２年の女子生徒が遺体で見つかり、同市は、いじめの有無 
の調査を含めた対応を協議する総合教育会議を 22日に開くことを決めた。女子生徒を巡っては 15 

日、週刊文春の電子版「文春オンライン」が「女子生徒はいじめを受けていた」と報道していた。 
  捜査関係者などによると、女子生徒は２月１３日、市内の自宅を出た後に行方不明となり、市内 

の公園で翌月２３日に遺体で発見された。死因は低体温症で、事件性はないとみられている。 

  報道では、女子生徒は２０１９年、スマートフォンの無料通信アプリを使って性的ないじめを受 

けていたとする関係者の証言を掲載している。 

報道を受け、旭川市教委や学校には、問い合わせの電話やメールなどが相次ぎ、旭川市は「社会 

的な影響が大きい事案」と判断。教育行政の重要課題について、西川将人市長と市教委が協議する 

総合教育会議を開く。女子生徒の保護者の意向については今後確認するとしている。 

  旭川市教委などによると、女子生徒は市内の中学校に通っていた１９年、複数の中学校の生徒ら 

と校外でトラブルとなり、市内の別の中学校に転校した。転校前の中学校では、いじめは認められ 

なかったとしている。 

 

56  旭川市、死亡女生徒のいじめ有無調査へ 第三者交え   0423H 
●【旭川】旭川市は２２日、総合教育会議を開き、市内で行方不明になり、３月に遺体で見つかった 
当時中学２年の女子生徒について、いじめがあったかどうかの調査を、第三者を交えて行う方針を 
決めた。女子生徒を巡っては週刊文春の電子版「文春オンライン」が「いじめを受けていた」と報 
道したが、同市や学校が認識している事実と報道内容に相違点があるとして、早急に事実関係を確 
認する。 

  会議には西川将人市長、黒蕨真一教育長らが出席。非公開で行われ、市や市教委、学校が把握し 

ている事実関係などが報告された。同市によると、女子生徒は市内の中学校に通っていた２０１９

年、校外で中学生らとトラブルになり、その後転校した。この中学校では、学校側や警察が女子生

徒や関わりのあった生徒へ聞き取りを行ったが、いじめは確認できなかったという。 

  ただ、同市などが認識している事実と報道内容に隔たりがあり、女子生徒の死についての問い合

わせや意見が、同市への電話だけで１００件以上に上るなど、いじめへの疑念が広がっていること

から、旭川市として、第三者を交えて調査することにした。調査は医師や臨床心理士、弁護士らに

委嘱して行う方針。 

 女子生徒の家族は２２日、弁護士を通じ、「娘は中学１年の頃、イジメに悩まされながらも必死で 

生きてきました。旭川市の調査が進み、真相が一刻も早く究明されることを切に願います」とコメ 

ントした。 

 

57  旭川の中２死亡「重大事態」 いじめ疑い調査へ   0428H 
●【旭川】旭川市内で行方不明になった後、３月に遺体で見つかった当時中学２年の女子生徒につい 
て、旭川市教委は２７日に開いた教育委員会会議で、いじめで重大な被害を受けた疑いがある「重  
大事態」と認定し、市の第三者委員会で調査すると決めた。５月中に第三者委員会の初会合を開 
き、関係者への聞き取りなどでいじめの有無などを調査する。 

  会議は非公開で行われ、死亡した女子生徒について市教委は「いじめによって重大な被害が生じ 

たかどうかを確認する必要が生じた」として重大事態と認定した。会議後、黒蕨（くろわらび）真 

一教育長は「迅速に事実を解明したい」と述べた。第三者委員会による具体的な調査方法などは未 

定という。 

 女子生徒を巡っては、週刊文春の電子版「文春オンライン」が今月、「女子生徒はいじめを受けて 

いた」と報道。市はこれまでの説明で、女子生徒が２０１９年に校外で中学生らとトラブルになり 

市内の別の学校に転校したが、学校などが女子生徒や関係する生徒に聞き取った際、いじめは確認 

できなかったとしていた。 

  いじめ防止対策推進法は、いじめによって児童らの生命などに重大な被害が生じたり、相当期間 

の学校の欠席を余儀なくされたりした疑いがあると認められる場合を重大事態と定義し、学校側が 

事実関係の調査などを行うと定めている。 
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58  小学校で児童対象に調査したら-児童の３割が「ネットで知らない人と連絡」0423y 
●兵庫県の尼崎市教育委員会が、市立小学校の児童を対象にインターネットとの付き合い方を調査 
し、結果を公表した。ネットで知らない人と連絡を取った経験がある子が３割に上り、その割合は 
ネット利用時間が長いほど高いことが判明。市教委は家庭でネット利用にルールを作ってもらおう 
と、子どもと議論する「サミット」を今秋にも開くなどして対策に乗り出す。 

  会市教委は昨年７、８月、子どもとネットの関係に詳しい竹内和雄・県立大准教授の協力を得 

て、小学４～６年の計３６９５人へのアンケートで、家庭での利用実態を調べた。 

  携帯電話の所持率は「スマートフォン」が４７・５％、「従来型（ガラケー）」が２５％、「不所 

持」が２７・５％。パソコンやゲーム機を含む１日あたりの 

ネット接続時間は「３時間以上」が３５・７％に達し、「３時 

間未満」５５・５％、「接続しない」８・８％だった。 

会ったことのない人とやり取りした経験がある子は３１・ 

９％おり、１日の接続時間「３時間未満」で１９・４％、「３ 

時間以上」では５１・１％と半数を超えた。「ネットで知り合 

い、実際に会ったことがある」と答えた子もいた。 

 この結果から市教委は、子どもが自ら家庭でのネット利用 

のルール作りに取り組むことを支援する方針を決定。今秋にも、小中学生や高校生がスマホやＳＮ 

Ｓとの付き合い方を議論する「市スマホサミット」を開き、提言を施策に生かす。 

 子どものネット依存やスマホ依存を防ぐには、当事者意識やルールの実効性を持たせる必要があ 

り、市教委は「いじめの背景にはネットが絡むことも多い。そうした問題の対策にもつながる」と 

する。 

 

59 わいせつ教員の免許再取得、各教委の裁量で「不交付」可能に…新法骨子案 0412y 

●自民、公明両党が検討を進めている「わいせつ教員対策新法」の骨子案が１２日、明らかになっ

た。現在は教員が懲戒免職になっても３年で教員免許を再取得できるが、新法では教育委員会の「裁

量権」を認め、不交付も可能とする。両党は野党にも働きかけ、超党派の議員立法として今国会に提

出し、成立を目指す考えだ。 

  とりまとめたのは、「与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチーム（ＷＴ）」。骨子案では、教 

員によるわいせつ行為を「児童生徒性暴力」と規定。そのうえで、普段から信頼関係がある教員の 

場合、子供に同意したと思い込ませるおそれがあるため、生徒が１３歳以上で同意があったとして 

も性暴力と見なすとした。 

 現行の教員免許法では、懲戒免職になっても３年たてば免許を再取得できると規定している。こ

れに対し、新法では、各教委が第三者委員会の意見を聞き、交付しない権限を「裁量権」として盛

り込んだ。学校が被害を警察に届け出ることや、被害者への法的な支援や相談窓口の設置なども明

記された。 

 共同座長を務める公明党の㌽島智子・文部科学部会長は「子供たちを性暴力から守り抜くことが 

できるよう、一日でも早く法整備を進めたい」と話した。 

■ 「裁量権」乱用避ける基準を 

わいせつ教員対策の新法では、わいせつ行為で懲戒免職になった教員の免許再取得の可否が焦点 

となった。文部科学省では昨年、二度と教壇に立たせないよう教員免許法の改正を目指した。だ 

が、刑法では禁錮以上の刑を終えてから１０年で刑が消滅すると規定。これが大きな「壁」となっ 

た。 

 そこで、自民、公明の与党はワーキングチーム（ＷＴ）を設け、３月以降、有識者らから意見を 

聞き、検討を重ねた。教育委員会が設ける第三者委が審理することで客観性を持たせ、裁量権によ 

って免許を不交付とする判断も認めることにした。ケース・バイ・ケースの対応で、わいせつ教員 

を一律で排除することにはあたらず、「刑法の規定とも矛盾しない別の考え方だ」（ＷＴ幹部）とす 

る。 

こうした試みは医師免許の再交付でも行われている。厚生労働相の諮問機関「医道審議会」で、 

取り消し処分を受けた元医師に再び免許を与えるかどうかを検討する。その際、取り消し後の活動 

などを総合的に判断し、厚労相が最終決定する。 

 ＷＴでは今後、国が免許再交付の判断基準を示すことを想定している。教員の更生を見極め、 
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かつ、裁量権の乱用につながらないようバランスのとれた基準の策定が求められる。 

◆「わいせつ教員対策新法」の骨子案 

▽教員による児童生徒へのわいせつ行為を「児童生徒性暴力」と規定 

▽懲戒免職後の教員免許の再取得を見直し。各教委の「裁量権」で不交付も可能に 

▽１３歳以上で本人同意があっても性暴力に該当 

▽被害時の警察への通報を明記。被害者を法的、医療、心理面で支援 

 

 

60 市立小中の教諭や中学校長ら７人、更新手続き怠り教員免許失効 0414y 
●神戸市教委は１２日、市立小中学校教諭や中学校長ら計７人が教員免許の更新手続きを怠り、免許

が失効したと発表した。４人が失職、１人が自主退職したため、市教委は欠員が生じないよう臨時講

師５人を配置した。 

２００９年に導入された「教員免許更新制度」は免許の有効期間を取得後１０年間とし、１０年 
ごとに講習受講を義務付けているほか、受講後、兵庫県教委に更新手続きの申請が必要となる。 
７人のうち、小学校教諭２人は県教委への更新申請を忘れていた。小学校主幹教諭、中学校主幹 

教諭、校長、指導主事の４人は講習が免除されるが、その申請を怠っていた。残る１人はコロナ禍 
での更新延期の申請をしていなかったという。 
 

61 「廊下で 100 回練習しろ」女子生徒転落は「顧問の叱責原因」…手術８回で加療中  

●兵庫県宝塚市の市立中学校で２０１９年６月、校舎から転落し、重傷を負った女子生徒について、 

市教育委員会が１５日、第三者委員会の調査報告書を公表した。報告書では、生徒が所属していた 

吹奏楽部の男性顧問（３１）による叱責が転落の原因になったと認定。「顧問の強圧的な指導が部員 

たちに大きなストレスを与えていた」とし、学校についても、行き過ぎた指導を制止できる体制が 

なかったと批判した。 
弁護士や医師、臨床心理士らでつくる「市子どもの権利サポート委員会」。聞き取り調査により、 

昨年３月に報告書をまとめた。当初は保護者の意向で非公表としていたが、実態を広く知ってほし 
いと保護者が方針転換したため、この日の公表に至った。 
それによると、生徒は１９年６月８日午後、コンクールを控えた合奏練習中、楽器の音が合わな 

いとして顧問の男性教諭に「廊下に出て１００回練習してこい。出ていけ」と厳しい口調で指示さ 
れた。その後、４階から落ち、駆け付けた顧問に「先生、ごめんなさい」「できませんでした」など 
と言い、搬送された。 
顧問の指導については、「叱責することが大半で部員がほめられることはほとんどなかった」「管

理的、硬直的だった」と断定。「部員たちが 萎 縮
いしゅく

していた」とした。 
また、部活動は「ブラックボックス化」し、「校長ら管理職が部活動に関与せず実態をほとんど把 

握しておらず、教員間でも情報共有されていない」と学校を批判した。副顧問２人がいたのに、ほ

とんど関与していなかったと明示した。 
■ 教育長「深くおわび」 
調査報告書の公表を受け、森恵実子教育長が記者会見し、「生徒や家族に心身ともに大きな苦痛を 

与え、深くおわびしたい」と謝罪。「部活動が顧問任せになり、学校全体で状況を共有していなかっ 
た。学校全体で取り組む体制づくりを進める」と述べた。 
男性顧問は昨年６月、不適切な指導だったとして県教委から停職１か月の懲戒処分を受けた。現 

在は別の中学校で仕事に復帰している。 
■ 母親が手記 
女子生徒の母親が１５日、弁護士を通じ、思いをつづった手記を寄せた。主な内容は以下の通り。 
◎娘は事件後、８回も手術を繰り返し、現在も加療中です。思うように動けず、日常生活にも支障 
をきたしており、更なる手術が必要になるかもしれません。 
真面目に部活動に取り組んでいた娘が、音が合わなかっただけで理不尽に大声で叱責され、みん 

なの前で部屋から出されてどんなにつらかったか。 
音楽を楽しみたくて吹奏楽部に入ったのに、怒られないよう顧問の顔色をうかがわなければなら 

ない部活とは何なのか。叱責されなければならないほどのことをしたのだろうか。重傷を負いなが 
らも「ごめんなさい」と謝らなければならないことをしたのでしょうか。 
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顧問は昨年６月、停職処分が発表されましたが、「命に関わる重大な事件」が起き、今なお娘が心 
身ともに苦しんでいるのに軽い処分ですぐ復職してよいものなのか。 
教育委員会は調査報告書を再度十分検討し、それを踏まえた再発防止策を徹底し、人を育てると 

いう教師の資質について、もう一度考えていただきたい。     0416y 
 

62 生徒転落は顧問の叱責が要因 吹奏楽部練習中に「廊下で百回」  0415H 
●兵庫県宝塚市立中で２０１９年６月、部活動の練習中に女子生徒が校舎の４階から転落して重傷を 

負った事故があり、市は１５日、吹奏楽部でトライアングルを担当していた女子生徒が３０代の男 

性顧問から「廊下で１００回たたいてこい。出て行け」と叱責されたことが直接の原因とする調査 

報告書を公表した。 
外部専門家で構成する委員会が調査。報告書によると、コンクールに向けた合奏の練習中、トラ 

イアングルの音が一定していないと感じた顧問は、厳しい口調で女子生徒に音楽室を出るよう命じ 
た。女子生徒は廊下で練習していたが、うまくできる気がせず、音楽室に戻れないと感じて校舎４ 
階の窓から転落。駆け付けた顧問に「ごめんなさい」と繰り返した。 
顧問は普段から強圧的な指導をしており、報告書では「また叱られるという絶望から、逃げ道と 

して突発的に飛び降りた」と結論付けた。 
兵庫県教育委員会は２０年６月、「体罰や暴言はなかったが生徒を精神的に追い詰める厳しい指導 

があった」として顧問を停職１カ月の懲戒処分とした。 
 

63 八雲高が６５人の個人情報紛失 0416H 

●渡島管内八雲町の道立八雲高校は１６日、同校普通科の１年生６５人分の個人情報を記載した顔写 

真付きの書類を紛失したと発表した。情報の悪用は確認されていないという。 

同校によると、紛失したのは生徒たちが昨年度、同校受験時に提出した書類で、氏名や出身中学 
などが記載されている。３月３１日、学年主任の男性教諭が職員室のロッカーから取り出し、職務 
で使用後に戻したが、４月６日にこの教諭がロッカーを確認した際、紛失に気付いた。ロッカーに 
鍵はついていなかった。 
 同校は１６日、保護者を対象に説明会を開き、経緯を説明して謝罪した。同校は昨年度も１年生 
３２人の身分証明書を紛失しており、教職員に対し個人情報の管理について指導していたという。 
 

64 教員６人が不適切な指導疑い 江差高等看護パワハラ 当面授業させず 0416H 

●檜山管内江差町の道立江差高等看護学院の学生らが、複数の教員からパワーハラスメントを受けた 

と訴えている問題で、道保健福祉部は１５日、道庁で記者会見し、パワハラとの断定は避けつつ、 

学生への不適切な指導が疑われる教員が６人いるとし、当面は授業から外すことを明らかにした。 

パワハラの有無については今後、弁護士ら第三者を加えて調査を継続すると説明したが、最終結果 

をまとめる時期は明言しなかった。 
同部によると、学生と教員を対象に行った３月中旬の聞き取り調査の結果、教員１１人中６人が 

学生に不適切な指導を行っていた疑いがあると判断した。同部は、旭川と紋別、網走にある道立高 
等看護学院についてもパワハラが疑われる事例がないか調べていることも明らかにした。 
これに関連し、檜山町村会は１５日、第３者による調査や学校運営の改善などを求める鈴木直道 

知事宛ての要望書を檜山振興局に提出した。工藤昇会長（上ノ国町長）は提出後、取材に「医療過 
疎地で看護師も足りない檜山地域にとって学院はなくてはならない。健全な形に戻ってほしい。道 
は学生や保護者、地域住民が納得できる回答をしてほしい」と述べ、早期の実態解明を求めた。 
 

65  教員免許更新で７人失効、神戸 手続き不要と誤認 0412H 

●神戸市教育委員会は１２日、教員免許状の更新手続きの不備で、市立小中学校の校長や教諭ら計７ 

人の免許が失効したと発表した。手続きを不要と思い込むなどしていた。うち教諭５人は失職や自 

主退職となった。 
 市教委によると、失効したのは３０～５０代の教諭５人と中学校長、市教委の事務職員。教諭２ 
人は更新講習を受講したが、その後に申請手続きが必要なことに気付かなかった。中学校長ら４人 
は更新の免除申請を怠っていた。教諭１人は新型コロナウイルス禍に伴い更新手続きを延期できる 
制度が適用されていると思い込んでいた。 
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 ３～４月に２人が失効に気付き、市教委が各校に点検を指示して判明した。 
 
66  いじめ対応としての謝罪指導 教育法規 あらかると 0416NG 
●小中高校の区別を問わず、子供同士のトラブルが発生した場合、関係性の修復を目指した謝罪指導 

が行われることがある。教員が双方から事情を聞き取り、日ごろの状況を勘案して指導するのが鉄 

則である。しかし、形式的な謝罪、言い換えるならば、強制された謝罪は必ずしも関係性の修復に 

寄与しない。それどころか、より深刻な状況を招くことになる。 
■ 場所や時間等の状況に注意 

いじめ防上対策推進法が施行されて以降、この形式的謝罪が問題になるケースが増加している。

例えば、小学校いじめ損害賠償請求訴訟もその一つである(横浜地方裁判所川崎支部判決令和 2 年 3
月 24 日)。神奈川県下の公立小学校で起きた児童間のトラブルにおいて、担任教員がいじめの被害

を訴えた児童に謝罪を促したとして問題になった事案である。 
 事実認定によれば、被害を訴えた児童は、自らに浴びせられた暴言の数を書き留めていたとい

う。それがクラスメートの知るところとなり、「ノートに悪口を書いている」と問題視されることに

なった。クラスの児童から謝罪を要求する声が上がったことを受け、担任教員は、当該児童に対

し、謝罪するかどうか確認し、謝罪の場を設定した。しかし、その後もなお、他の児童らから、日

ごろの行為についての謝罪要求が続き、担任教員は、再度、同様の謝罪指導を行うことになる。 
 判決は、一連の謝罪指導を違法な指導であったと判断している。 
 ここで特に注目したいのは、当該児童に対し、なぜ、謝罪しなければならないのかという点につ

いて、十分な説明がなされていなかったという点である。判決は、当該児童から得た謝罪の同意

は、真に任意でなされたものとは認められず、教員と児童という関係から、意に反した謝罪をさせ

たにすぎないとしている。 
 そもそも、当該児童は自分に向けられた暴言の回数を記録していただけであり、他の児童の悪口

を書いていたわけではない。にもかかわらず、担任教員は、いじめの加害者とされる児童を含むク

ラス全体に謝罪するよう指導した。この判断は、他の児童らに、いじめ行為の原因が当該児童の側

に存在するとの印象を与えかねないものである。しかも、以後、被害者側は、いじめを受けたこと

を記録することすら困難になる。この前提を覆し、謝罪指導を行うのであれば、当然、その理由を

当該児童にきちんと説明し、納得を得る必要がある。この点を怠った担任教員の判断、指導は、教

育的配慮を欠いた本末転倒の行為と評価すべきであろう。 
「問題行動が見られたら、まず謝罪させる」。謝罪という形から入るこの指導法は、今も学校現場

で有力な地位を占めている。だが、求められるのは「心からの謝罪」である。仮に、有効であった

としても、教員にはその前段階として「心からの謝罪」となるような指導が求められる。 
 では、どのような指導が求められるのか。事案ごとにその内容は変化する。だが、少なくとも適

正手続き(デュープロセス)を意識した対応が求められることだけは確かであろう。何が問題とされて

いるかを明らかにした上で、本人の見解を聞く機会を十分に与えることである。そして、教員と児

童生徒の関係性を前提とする場合、この手続きは慎重を期して行われなければならない。小学生の

場合、教員に反論することは、特に難しい。場所や時間などに十分配慮し、丁寧に行う必要がある

だろう。しかし、このケースでは、クラスメートに聞こえる位置で指導したり、短時間の休憩の間

に指導を行ったりと、慎重さや配慮に欠けた面が少なくない。専門職としての教員という視点から

見て、担任教員の手法は理解し難い部分がある。 
 

67  2 割強の教職員が過去 3 年間で「パワハラ受けた」都教委調べ  0419n 
●東京都教委は、教職員のパワハラの実態やパワハラへの認識について調査した結果を公表した。過 

去３年間でパワハラを受けたことがあると感じた教職員は２割強を占めた。職場の人間関係が良く 

ないと感じていた教職員に限ると、７割以上が、パワハラと感じたことがあると回答した。 
  全ての区市町村立学校、都立学校の教職員を対象に調査した。ウェブアンケートと紙回答を併用し 
て実施。１万６８１５人から回答を得た。回答率は２５％だった。匿名で回答してもらった。 

  厚労省は、パワハラについて、 
  (1) 精神的な攻撃  (2) 身体的な攻撃  (3) 過大な要求  (4) 過小な要求 
  (5) 人間関係からの切り離し  (6) 個の侵害  の六つの類型を定めている。 
  現在の職場の人間関係について、「大変良好」「良好」と回答したのは合わせて７３・１％。「どちら 
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ともいえない」は１８・９％、「良好ではない」は８・０％だった。 
  過去３年間にパワハラを受けたと感じたことがあると回答した教職員の割合は２１・６％だった。 
  人間関係が「良好ではない」と回答した教職員の７３・４％は、過去３年間にパワハラを受けたと 
感じたことがあると回答した。 

  パワハラと感じた行動は具体的にどのようなものか選択肢から挙げてもらったところ、最多は、「必 
要以上に自分の仕事を監視され、関与された」の８９２件。次いで、「仕事のミスを強い調子で叱責 
された」が８４７件、「ささいなミスについて、長時間、何度も指導され人格を否定するような発言 
をされた」が７７０件だった。 

  パワハラ禁止を明文化した労働施策総合推進法の改正について知っていると回答した教職員は 
７５・２％。そのうち詳細を知っていると回答した割合は全体の１３・９％だった。職層別では、校 
長・副校長以上の９７・５％が「知っている」と回答。詳細を知っていたのは５２・４％だった。 

  改正の詳細を知っていると回答した教職員（１３・９％）のうち、パワハラの判断基準として、「加 
害者側の指導内容が要綱上のパワハラの定義および厚労省等が『パワーハラスメントの行動類型』と 
して示す内容に当てはまること」を挙げた割合は３４・６％だった。 

  ４２・３％は、「『相手の指導や言動が厳しく、つらい』と自分が感じたかどうか」を挙げた。また、 
「個々の案件について一律に判断することは困難だ」と回答した教職員も２１・６％いた。 

  この結果を受け都教委は、今後の取り組みとして、 
 ・資料を配布するなどの教職員のパワハラの基礎知識の定着 
 ・研修を通じた、管理職や指導的立場にある教職員の意識改革 
 ・相談窓口の積極的な周知や相談手法の多様化など、相談しやすい環境づくり の３点を示している。 
 
68  児童を盗撮疑い、小学校教諭逮捕 ２千件超保存、警視庁  0421H 
●勤務先の小学校やスポーツ施設で児童の裸を盗撮したなどとして、警視庁調布署は２１日までに、 

児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）と建造物侵入の疑いで、東京都三鷹市立小学校の教諭木村康 

一郎容疑者（３１）＝調布市＝を逮捕した。 
  調布署によると、「子どもの裸に興味があった。１００回以上やった」と容疑を認めている。スマー 
トフォンには児童のわいせつ動画などが２千件以上保存され、署は約１０年前から盗撮していたとみ 
て調べている。 
 逮捕容疑は２０１８年１０月～今年３月ごろ、三鷹、調布両市の小学校と調布市のスポーツ施設で、 
着替え中の女児やトイレ利用中の男児をスマホで動画撮影するなどした疑い。 

  今月上旬に調布市の別のスポーツ施設から不審者がいると通報があり、警察官が木村容疑者に職務 
質問し発覚した。 

  三鷹市教育委員会によると、木村容疑者は１９年４月から同市立小学校で勤務。貝ノ瀬滋教育長は 
「児童や保護者を深く傷つけ、心よりおわび申し上げる」とコメントを出した。 

 
69  理科室から児童５人搬送、横浜 ろうそくで燃焼実験  0422H 
●２１日午後０時４５分ごろ、横浜市栄区の市立公田小で「理科の実験中に児童の具合が悪くなっ 
た」と１１９番があった。横浜市消防局などによると、６年生の男女９人が頭痛や吐き気を訴え、 
このうち５人が病院に搬送された。いずれも命に別条はない。 

  神奈川県警栄署によると、午前１０時４５分から理科室で６年生２８人が授業を受けており、ろ 
うそくを使った燃焼実験をしていた。２人が授業中に気分が悪くなり、教室に戻った後にさらに７ 
人が体調不良を申し出た。 
 理科室は換気のため窓を少し開けていたといい、栄署が原因を調べている。 

 

70  黒板はずれ教員が頭打つ 札幌・厚別東小  0424H 

●札幌市教委は２３日、同市厚別区の市立厚別東小の教室で、黒板（高さ１・２メートル、幅３・６ 

メートル、重さ約６０キロ）が壁から外れ、教員の後頭部にぶつかったと発表した。教員は救急車 

で病院に搬送されたが、けがはなかった。 

 市教委によると、同日午前９時４５分ごろ、算数の授業中、黒板を壁に固定していたネジの一部 

 が外れ、手前側に倒れてきた。黒板は全体が上下にスライドして高さを変えられるタイプで、市内 
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では主に１９９０年以降に新設された小学校に導入されている。 
  市立小中学校で黒板が外れた事故は初めてで、市教委は原因を調査中。市教委が定める学校備品 
の点検マニュアルには黒板設置に関する項目はないといい、「点検対象や方法を見直し、再発を防ぎ 
たい」としている。 

 
 
71  体育館のバスケットゴール落下、中１女子部員が３針縫うけが  0426y 
●北九州市教育委員会は２５日、同市若松区の市立高須中の体育館でバスケットボールのゴールが落 
下、バスケ部員の１年生の女子に当たり、けがをしたと発表した。市教委によると、２４日午後５ 
時半頃、部活動中の部員がゴールをハンドル操作で動かしたところ、落下したという。部員は左目 
上部を３針縫うけがだった。市教委は２６日以降、市立小中学校などで体育館の設備点検を行う方 
針。 

 

72 校庭で小６男児２人死傷、防球ネットの支柱倒れる  0428y 
●２７日午後３時頃、宮城県白石市の市立白石第一小学校の校庭で、防球ネットの木製支柱（高さ６ 
メートル、直径１７センチ）が倒れ、近くにいた６年生の男児２人に当たった。１人が頭を強く打 
って搬送先の病院で死亡が確認され、もう１人も顎の骨を折る重傷を負った。 

  市教育委員会や県警によると、亡くなったのは、同市長町の松野翔慎君（１１）。当時は放課後 
で、松野君らは数人とネットを揺らして遊んでいたとみられる。７・５メートル間隔で地面に埋め 
られた２本の支柱のうち、１本が根元から折れて倒れた。 

  ネットの設置時期は確認できないが、少なくとも１４年が経過しているという。校庭の遊具は専 
門業者が毎年点検しているが、支柱は対象外で、学校が毎月点検するにとどまっていた。今月は１ 
２日に教職員が目視や手で触るなどして確認していた。２８日に記者会見した市教委の半沢芳典教 
育長は「直近の点検で異常の認識はなかった」とした上で謝罪した。 

 

７3  新型コロナウイルス関連記事の蓄積     

 

 4 月 １２日（月） 
昨年度の修学旅行 公立中、35％が中止  0412N 

●公益財団法人の全国修学旅行研究協会（岩瀬正司理事長）が昨年１１月から今年１月にかけて、関 

東・東海・近畿地区の公立中学校を対象として行った調査で、３５・２％は昨年度の修学旅行を中 

止していたことが分かった。地区ごとの差が大きく、中止していた割合は関東地区で６８・４％、 

東海地区で４・０％、近畿地区で１４・４％だった。実施した場合は、日程を日帰りや１泊２日へ 

と短縮したり、訪問先を近距離に収めたりする傾向が強まっていた。 

■実施は「近・短」で 
関東地区は茨城・栃木・群馬・埼 

玉・千葉の５県、東海地区は名古屋市 
を除いた愛知・三重・岐阜の３県、近 
畿は滋賀・京都・奈良・大阪・兵庫・ 
和歌山の２府４県を調べた。関東、東 
海の回答率は１００％、近畿は９１・ 
５％だった。 

  修学旅行を行った中学校のうち８割 
弱が訪問先を変えていた。実施期間を 
１泊２日または日帰りとした学校が当 
初、２泊以上の日程を組んでいたとす 
ると、５割強が実施期間を短くしていた。 

  訪問先は関東地区の中学校の場合、「関東」が０・１％（令和元年度）から１９・３％（令和２年 
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度）へと増えた一方、「関西」は９０・３％から４５・８％へと半減していた。 
  東海地区の中学校は、「関東」が７９・４％から２・３％へと減った代わりに、令和２年度は「三 
重」が３２・９％、「岐阜」が１０・８％を占めた。 

 近畿地区の中学校は「沖縄」が３０・９％から０・４％へと激減した。代わりに、「近畿圏」が４ 
０・３％を占めた。「中国四国」も８・５％から１９・４％へと増えている。 

 修学旅行を行った中学校のうち、１泊２日へと変更した割合は３０・０％、日帰りへと変更した割 
合は２５・０％だった。 
 地区別では、関東は１泊２日が２２・４％、日帰りが１８・３％。東海は１泊２日が３４・

７％、日帰りが２８・４％、近畿は１泊２日が３０・３％、日帰りが２５・７％だった。実施した

学校のうち、日程を短縮した割合は東海が高く、関東は低かった。 
 同協会によると、日帰りの活動を修学旅行と捉えるどうか、学校により違いがある。正確な実態

は把握し切れていないという。 
 この調査では、修学旅行に参加しなかった生徒の人数も調べている。コロナ禍の影響として、保

護者の判断で４０７２人の生徒が参加を控えたとしている。令和２年度中の修学旅行に参加しなか

った生徒の総数は１万３０９７人。このうち、３１・１％が保護者判断による不参加だった。不登

校による不参加は６３３６人で半数近くを占めている。 
本年度は実施を 文科省が要請 

  文科省は１日、公私立学校や教育委員会などに対し、本年度の修学旅行は実施することが望まし 
いとする文書を出した。感染症問題が深刻化して、当初の予定通り行えない場合でも、訪問先を変 
更したり、日程を短くしたりすることを検討するよう求めている。 

  文面上では、修学旅行をはじめ、遠足などについて、「学校生活に潤いや、秩序と変化を与え、思 
い出に残るなど、有意義な教育活動」であるとして、「実施に向けての特段の配慮をお願いする」と 
求めている。 

 ４月 １９日（月） 
新学期の道内小中高、変異株に警戒 感染２割が１０代以下 0419H  

●新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るう中、新年度を迎え、学校生活が本格化した道内の小中 

学校や高校で警戒が広がっている。１０代以下への感染割合が従来株を上回っているためで、「『子 

どもは安心』との考えを見直すべきだ」との声が上がる。専門家は、大阪府などと同じように感染 

が爆発的に広がることも想定し、学校での備えを急ぐ必要があると指摘する。 

「中学１年の長女が変異株に感染し、持病のぜんそくが悪化したり、後遺症が残ったりしないか 

心配だ」。石狩管内の男性（３８）は気をもむ。 

厚生労働省によると、全国の変異株感染者に占める１０代以下の割合は１９・４％（１３日現 

在）。従来株と合わせた感染者全体に占める割合の９・７％（１４日現在）を大きく上回った。 

道内の変異株ＰＣＲ検査の陽性者数は１８日現在、８２８人で、このうち確定者は２０１人とな 

っている。年代別は明らかではない。 

男性は「『子どもは感染しにくい』との認識を 

改める必要がある。大半の小中学校で児童生徒 

に１台ずつタブレット端末が行き渡ったのだか 

ら、自宅でオンライン授業を受けられるように 

してほしい」と訴える。 

学校も警戒を強める。 

札幌市立二条小は児童が玄関で「密」になるのを避けるため、１～３年生と４～６年生で登校時 

間を１０分ずらし、保護者は児童の健康状態を記録した用紙を毎日提出している。 

６年生は授業で手洗いを呼びかける動画やポスターを制作。４月下旬から始まる授業参観は、動 

画配信で代替する。永洞（ながほら）純一教頭は「校内で感染が広がらないよう、これまで以上 

に気を引き締めたい」と強調。その一方で、子どもたちは１年以上、不自由な生活を強いられてお 

り、「感染対策は、ストレスや教育活動への影響とバランスを考える必要があり、悩ましい」と打ち 

明ける。 

道教委は１４日、道内の部活動で、マスクの着用や身体的距離の確保が不十分だったため感染が 

広がった事例があったとして、感染予防に万全を期すよう道立校と市町村教委に通知した。 

「変異株の対策も従来株と同じく、『３密』の回避、マスクの着用、手洗いが有効とされている。 
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春休みが明け、授業や部活動が活発化していることを踏まえ、改めて徹底してほしい」と呼び掛け 

る。 

一方、まん延防止等重点措置が適用された大阪府は１４日、変異株が拡大し子どもの感染が増え 

ているとして、小中学校と高校に対し、原則、部活動を休止するよう要請。一斉休校や分散登校は 

見送ったが、合唱、調理実習といった感染リスクの高い授業は行わず、オンライン学習も活用する 

よう求めた。 

北海道科学大の秋原志穂教授（感染症看護学）は「今の大阪は、１カ月後、２カ月後の北海道の 

姿だと考えてほしい」と強調。その上で「感染状況に応じ、授業や部活動のあり方を臨機応変に見 

直せるよう、今から準備しておくことが必要だ」と話す。 

 

 4 月 １9 日（月） 
見えない所で高まるストレス  山野 則子 大阪府立大学教授  0419n 

●厚生労働科学特別研究「コロナ禍における子どもへの影響と支援方策のための横断的研究」報告書 

がまとまった。新型コロナによる保護者や子どもへの不安や負担などを調査したもので全国の市町 

村にも送付された。調査内容や結果などに関して、研究代表を務めた山野則子・大阪府立大学教授 

に解説してもらった。 

令和２年１０月から厚生労働科学特別研究を実施することになった。子どもや保護者の実態は、 

さまざまなところでアンケート調査など報告され始め、生活実態が報道され始めた。しかし、学校 

を含む公的機関に取材は入りづらかったようで、全国各地の自治体や学校が苦労されていると想像 

するが、全く見えてこないことが気になっていた。つまり、取材了解された一部のみの情報が子ど 

もや保護者の実態という印象になり、正しく理解されない可能性もあるという懸念を感じていた。 

  そこで、この厚生労働科学特別研究において、全国１７４１カ所の自治体×３カ所（保健部局、 

教育委員会、児童福祉部局）、２３７カ所の児童相談所と１４４カ所の一時保護所、さらに新型コロ 

ナウイルス感染状況の深刻度（大・中・小）ごとの合計９自治体、うち各自治体最大で小・中学校 

５０校、に依頼し調査を実施した。保護者・子ども調査もインターネットにて２５８２人に実施し 

た。機関調査の回収率は、３６％から５７％と、この時期では他には例を見ない高い回収率となっ 

た。これらの結果を総合し、横断的に考えて明らかになったことを知ってほしい。 

  まずは、何らかのストレスを感じている子どもが９割弱おり、高いストレスを持つ子どもは約３ 

割強に上ること、休業解除後に学校に行きづらいと感じる子どもが約３割で、精神的・身体的・そ 

の他の負担が増えた保護者は２５％であることなど、見えないリスクが可視化された。学校や支援 

機関では、さまざまに訪問を伴う活動を実施しているが、コロナによる自粛によってあらゆる活動 

は余儀なく延期されたり、中止されたりした。これは、孤立しがちな保護者や子どもだけでなく、 

全ての保護者や子どもに会話する機会や勇気付ける機会を逃したことになる。気になる子どもたち 

をキャッチできず、結果的には見えない所で、子どもたちのストレスが高くなっていくことを放置 

せざるを得なくなったものと考える。 

  児童相談所における子どもの問題の特徴的な点として、ゲーム依存の相談、性的な問題、DVに関 

係する虐待相談が増えるという内側に向かったことであった。社会とのつながりを保護者も子ども 

も閉ざされ、無意識に追い詰められた状況に陥ったと見て取れる。 

  コロナ休業の影響は非常に大きい。学校は勉強をするだけの場ではなく、子どもにとって重要な 

社会とのつながる場や居場所であり、安易に奪うべきではない。さらに、政府や行政が先導し、学 

校において子ども一人一人の潜在リスクの発見から支援へのデータ活用型スクリーニングなどの導 

入を進め、予防的対応が可能な体制を整えてほしい。 

 
 ４月 １９日（月） 
＜コロナ下の教育現場＞給食 正面を向き会話せず 0419y  
●机を向かい合わせにし、会話を楽しみながら食べる給食の時間は、新型コロナウイルスによって大 

きく変化し、正面を向いて黙って食べる「黙食」という新しい形となった。 

京都市立洛央小学校（下京区）では新年度の給食が１４日から始まった。４時間目が終わる午後 

０時１５分を迎えると、児童らは次々と手洗い。各クラス５、６人の給食当番が準備にとりかかっ 

た。コロナ禍前は、１０～１２人だった当番は、密を避けるために昨年度から半減。おかわりの際 

にも児童がおかずをよそうのではなく、教員が児童を回る形にして、お玉などを多くの人の手に触 
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れないようにしている。 

「いただきます」。マスク姿の児童らは静かに手を合わせると、マスクを各自ケースに入れ、黙々 

と食べ始めた。食べ終えた児童は再びマスクを着け、読書をしたり、勉強をしたりして４５分間の 

給食を終えた。 

 会話をしない給食は、コロナ禍前と比べると早く食べ終わる。そのため、同小は「少しでも給食 

の時間を楽しんでもらいたい」と、その日の献立や栄養素についてクイズを出したり、音楽をかけ 

たりと工夫する。 

 ６年の鈴木七巴さん（１１）は「話すと感染を広げてしまうので黙食を心がけています。徐々に 

慣れてきたけれど、やっぱり給食はおしゃべりしながらの方が楽しい」と話した。 

 

 4 月 ２０日（火） 
＜コロナ下の教育現場＞学校生活 スタッフ、教室支える   0420y 

●コロナ禍の学校生活では、登校時や昼食前の手洗いなど基本的な感染対策が欠かせない。学校での 

「新しい生活様式」を支えるのが、教員の事務作業を補助する「スクール・サポート・スタッフ」 

の存在だ。 

これまで授業の教材プリントの印刷や配布などが主な仕事だったが、新型コロナウイルス感染拡 

大は子どもの体調確認や校内の消毒、換気作業なども幅広く担当し、教員の負担軽減に一役買って 

いるという。教員は、児童生徒の帰宅後に教室内を消毒する一方、階段の手すりなど、共有スペー 

スの消毒はスタッフが担っているケースもある。                        

京都市立北野中（中京区）では昨年度から配置した。小谷昌宏校長は「学校再開当初は教員が消 

毒作業に追われていて大変な状態だった。スタッフのおかげで、本来の教育活動に集中できるよう 

になって、とても助かっている」と話す。 

  スタッフは、教員の長時間労働を改善するために文部科学省が導入を決め、府内でも活用が進 

んできた。非常勤の時給制の職員で、大学生や地域住民らが登録している。 

 京都市教委は２０１８年度から導入を始め、今年度には全２５８の市立幼稚園と学校に配置を 

計画した。府教委も、昨年度は小学校のみだった配置を今年度から中高と特別支援学校にも広げ 

た。こうしたスタッフの手で、子どもたちの学びの機会が維持されている。 

 

 4 月 ２０日（火） 
緊急事態宣言時、大阪の全市立小中学校は原則オンライン授業に   0420y 

●大阪市の松井一郎市長は１９日、緊急事態宣言が発令された場合、市立小中全約４２０校の授業を 

原則オンライン形式とする方針を明らかにした。昨春実施した一斉休校の措置はとらないという。 

松井市長は報道陣に対し、「休校は授業をしないということ。子供の学ぶ権利を考えて授業を実施 

する。そのためにオンラインシステムを構築してきたので最大限活用したい」と述べ、「できるだけ 

家にいてもらいたい」とした。保護者の仕事の事情などで家庭で見守れない子供は、登校を認める 

考えを示した。 

国が小中学生にパソコンなどの学習用端末を１人１台配る「ＧＩＧＡスクール構想」を受けて、 

市は３月末までに全市立小中学校の約１６万人が使用できるよう配備を終えた。必要な家庭に貸し 

出すため、インターネットに接続するモバイルルーターも各校に支給した。市教育委員会は今後、 

児童生徒が自宅で端末を用いて学べるよう準備を進める。機器の操作が難しい小学１年生には学習 

プリントの配布などを検討する 

 

 4 月 ２１日（水） 
吉村大阪府知事「小中高は対面授業継続を」   0421y 

●緊急事態宣言が発令された場合の学校の対応について大阪府の吉村洋文知事は２０日、「一斉休校は 

子供たちの心身に与える影響が大きすぎる。通常の授業をぜひやってほしい」と発言。小中学校に 

ついては市町村が判断することとしつつも、対面での授業を続けるべきだとした。吉村知事は「部 

活動を除き学校の管理下でクラスター（集団感染）はほとんど起きてない」と指摘。音楽の合唱や 

体育で体がぶつかり合う競技、部活動は原則休止とする方針を説明。感染への不安で登校しない子 

供にはオンラインで対応するべきだという考えを述べた。 
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大阪市の松井一郎市長は宣言が発令された場合、一斉休校はせず、市立小中学校の授業を原則オ 

ンライン形式とする意向を表明している。吉村知事は「オンラインをできるだけ積極的に活用する 

方針だと思う」と理解を示した。大阪市はオンライン授業の具体的な進め方について検討。自宅や 

学校で学習用端末を使って授業の動画を視聴させ、学校で給食を提供する方向で調整することを決 

めた。動画は、昨年の一斉休校中に市教委が作成したものなどを利用する。プリントの課題も配布

し、能な場合は教員と双方向のやり取りもする。自宅で学ぶ場合も昼頃に登校させて学習内容を確 

認、給食をとらせる。市教委幹部は「学びの保障をしつつ、子供が集まる時間を減らして感染リス 

クを下げたい」としている。 

 萩生田文部科学相はこの日の閣議後記者会見で、「子供を持つ医療従事者が仕事を休まざるを得な 

いことも考慮する必要がある」とし、一斉休校は「慎重に判断すべきだ」と述べた。 

 

 4 月 ２５日（日） 
部活休止に思い揺れる コロナ対策 札幌など１１日まで 「個々で練習」／「気抜けた」   0425H 

●新型コロナウイルス対策で札幌市内の部活動を２４日～５月１１日に原則休止とする道教委などの 

要請に、生徒の間に「感染が広がっているのでやむを得ない」との理解と、「予想していなかったの 

で残念」との落胆が交錯している。昨年もコロナ禍で春から部活動ができず、各種大会が中止に追 

い込まれただけに生徒の思いは複雑。大型連休明けから主要大会は感染対策をして開催される見通 

しだが、札幌で感染が抑制できない場合の中止を懸念する声も出ている。 

 「大会に向けてチーム力を高める大事な時期なので焦りはあるが、活動の制限は（札幌地区の） 

他校も同じ。個々の自主練習に前向きに取り組みたい」。札幌山の手高校ラグビー部の吉田慎吾主将 

（３年）は休止要請を冷静に受け止める。 ４月に１年生１７人が入部して新チームが本格始動し 

たばかり。来月には国体の予選会を兼ねた札幌地区高校ラグビー春季大会が控えているが、要請を

受け、予定していた遠征や合宿をすべて取りやめたという。 

一方、サッカー部に所属する札幌市清田区の中学１年の男子生徒（12）は「部活が休止になる 

とは思っていなかった。入部後初めての試合も急に無くなり、一気に気が抜けた」と残念がる。 

■主要大会は開催 

  道教委と札幌市教委は２３日、感染が再拡大している札幌市内での大型連休対策として、部活動 

休止を要請。高校と特別支援学校については札幌市内から通学する生徒が多数いるため、対象範囲 

を石狩管内へ広げ、２７日～５月１１日の休止を求めた。 

 しかし、十分な感染対策を講じた大会への参加やその大会に向けた練習については「学校が必要 

と判断した場合に限り認める」と説明。このため主要な大会は休止要請期間中を含め開催される見 

通しで、生徒らが休止要請に一定の理解を示す要因になっている。 

 道高野連札幌支部は、５５校が参加する春季北海道高校野球大会札幌支部予選を予定通り５月７ 

日から開催する考え。各球場の収容人数５０％、または５千人以下の少ない方の人数制限で一般客 

を受け入れる方針だ。 

 道高体連は、大型連休明けに各地で行われる主催大会の支部予選を無観客で開催。道中体連は６ 

月以降に予定する支部予選について、「今後の感染状況を踏まえ、観客を入れるか各地区で判断す 

る」とする。 

■中止懸念の声も 

 ただ、札幌で新型コロナの感染拡大が続く中、予定通りの開催を危惧する声も。札幌市内の道立 

高サッカー部の男性顧問は「変異株が広がり、高体連の支部予選が予定通り開催できるか不安もあ 

る。仮に中止になると２年連続となるので、生徒たちの部活に懸けるモチベーションが失われない 

か心配だ」と話す。 

  変異株の広がりを踏まえ、専門家は競技の特性に合わせた対策の再検討が必要だと指摘する。感 

染管理認定看護師として道内の学校で助言を行う札幌市在住の伊藤幸咲（みさき）さん（４３）は 

「運動部、文化部とも練習や大会で、感染リスクが高まる場面はさまざま。従来の予防マニュアル 
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にとらわれず、想定される状況を再点検し、効果的な対策を徹底してほしい」と強調する。 

 

 4 月 ２７日（火） 
札幌市教委 コロナまん延防止へ通知 ５月１１日まで部活休止 教育活動全般で対策を  0427DT 

●札幌市教委は２３日付で、各幼稚園長、小・中学校長、市立高校長、市立特別支援学校長等に対し   

て、通知「新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けた対応について」を発出した。「部活動の 

原則休止」「教育活動全般における感染症対策の徹底」など４点を要請。きょう２７日から５月１１ 

日まで、原則、部活動を休止することを周知したほか、引き続き、札幌市における教育活動のガイ 

ドラインに基づき、感染症対策を講じながら教育活動を進めるよう求めた。 

  市内では、変異株の影響もあって２３日現在で直近１週間の人口１０万人当たりの新規感染者数 

が２５人を超え、幅広い世代で感染の広がりをみせている。また、感染経路が不明な感染者が増加 

しており、市中感染が拡大している状況にある。 

  通知では、人の移動が活発になる大型連休を控えたこの時期に、人と人の接触を減らすための強 

い措置を講じていくことで感染拡大を抑え込むため、幼稚園・学校においてもまん延防止対策を一 

層進める必要性を強調。①部活動を原則休止②学校施設の目的外使用の禁止③所属職員の健康管理 

の徹底④教育活動全般における感染症対策の徹底―の４点を要請した。 

  うち①では、きょう２７日から５月１１日まで学校が必要と判断する場合を除き、部活動を休止 

することを周知。新年度早々に活動が制限されることから、子どもの気持ちをしっかり受け止める 

とともに、今後の感染状況等を様々想定しながら活動計画を立てるなど、部活動への期待や意欲を 

損なわないように配慮に努めるよう求めた。 

④ では、引き続き札幌市における教育活動のガイドラインに基づき、感染症対策を講じながら 

 教育活動を進めるよう要請。特に発熱等の風邪症状がある中で登園・登校し、後日、新型コロナウ 

イルスの感染が判明した事案が多数確認されていることから、あらためて、幼児児童生徒本人の家

庭での朝の検温と健康観察を徹底し、発熱などの風邪症状がある場合は、登園・登校しないことを

徹底するよう呼びかけた。 

 

 4 月 ２9 日（木） 
一斉休校せず対策徹底…ドアノブ消毒「省略可」 学校マニュアル改定   0429y 

●文部科学省は２８日、小中高校などに向けた新型コロナウイルス対策のマニュアルを改定し、変異 

ウイルスへの対応などを盛り込んだ。一斉休校を避け、手洗いなど従来対策を徹底するよう求めつ 

つ、学校施設の消毒等は省略できるとした。 

  マニュアルでは変異型について、従来型と比べ「子供への感染力は強い可能性がある」とした 

が、１５歳未満で明らかな感染拡大の傾向はみられず「小中学校で地域一斉の臨時休校は避けるべ 

きだ」とした。変異型対策として「３密の回避」「マスク着用」「手洗い」など従来の対策の徹底を 

呼びかけた。 

  一方、ドアノブや手すりなどの１日１回の清掃・消毒は、教員の負担軽減のため、適切な児童生 

徒の手洗いがあれば省略可能とした。 

  文科省は同日、小中高生の感染状況も公表した。昨年６月１日～今年４月１５日に感染が確認さ 

れた小中高生は１万７５７０人で、感染経路は家庭内感染が５７％、学校内感染が１３％だった。 

 

 4 月 ２9 日（木） 
学校や職場でも次々 クラスターの発生場所が多様化   0429a 

●新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生する場面が多様化している。これまでは医 

療機関や飲食店などに集中していたが、学校や職場での発生も目立つようになった。厚生労働省の  

専門家組織は、対策の徹底を呼びかけている。5人以上の感染者を確認したクラスターを月別に集 

計した専門家組織の資料によると、「第 3波」だった今年 1月のクラスターは全体で 961 件。このう 
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ち、医療機関、高齢者福祉施設、飲食店で 60%を占めた。この 3施設は昨年から多くのクラスター 

が発生。一方、学校・教育施設、職場、スポーツ関連は全体の 21%だった。 

  だがその後、発生する場面が多様化。4月は計 463 件のクラスターが発生し、学校・教育施設、職 

場、スポーツ関連が全体の 37%を占めるようになった。逆に医療機関と高齢者福祉施設、飲食店の割 

合は 38%になった。 

  クラスターの発生場所が多様化した理由ははっきりしないが、行動が活発な 20、30 代の感染が全 

国的に広がっているという事情がある。専門家組織は「クラスターの発生しやすい場での対策を徹 

底するとともに、『人流』や都道府県を越える移動を抑制して幅広く接触を削減する対策が求められ 

ている」としている。 

 

74  コロナ対策で入学式の看板撤去され、記念写真撮れず…仕方ない？  0412y 
●「今春も多くの学校で入学式が行われ、新入生たちのほほえましい姿が見られました。ただ、コロ

ナ禍とあって、学校側は様々な感染防止対策を施しており、入学を記念したい親の思いとすれ違って

しまうケースもあったようです。読売新聞の掲示板サイト「発言小町」には、入学式の看板の前で記

念撮影をしたかったのに、早々に看板が撤去されてしまい、残念だったという体験談が寄せられまし

た。例年通りにいかずに感じてしまったモヤモヤは、どうしたら解消できるのでしょうか。 

■ 学校の表札の前に長蛇の列、これって変では？ 

トピ主「みゆみゆ」さんは、わが子の高校の入学式に出席。あらかじめ学校側から保護者の出席

は１人だけに制限すると連絡を受けていたので、式が終わったら、夫と祖父母に来てもらい、「入学

式」と書かれた看板の前で記念撮影をしようと打ち合わせていました。ところが、式が終わったと

きには、看板は既に撤去されていました。近くにいた教師に聞くと、「コロナ対策で、撤去させてい

ただきました」との返事。それでも、学校の表札の前には、わが子を写真に収めようとする人たち

で、長蛇の列ができていたそうです。 

 その列に並んだトピ主さんは「事前に知らせてくれれば、こちらの行動も変えることができたの

に。看板の前での撮影は、ビッグイベントだと思います。それを事前通知もなく、いきなり撤去す

るという方法はどうなのかと思い、学校に意見を伝えたいと思いました。でも、スタートから悪い

印象を与えても子供のために良くないので、我慢しようとも思いますが、モヤモヤがずっと消えま

せん」と発言小町につづりました。 

 この投稿に６０件余りの反響がありました。 

■ 看板を増やしたり、設置時間長くする方法は？ 

「うち（の子供）も入学式でした。みなさん、写真を撮りたいですよね。うちの学校も看板の前

で超密になっていて、しょうがないので、学校名の前で撮りました。その方がすいていたので。私

はその密を見て、逆に看板を増やす、もしくは設置時間を長くする、という方法じゃだめなのかな

ーと思いました」と書いたのは、「dolce」さん。 

  「配慮が足りないのは、学校側ですね」と書き込んだのは、「ユ」さんです。「校門前での、入学

式の看板前での記念撮影なら、順番制にすれば十分、対応できると思います。自らに責任が及ぶ可

能性のある一切の行為を排除する学校側の考え方には賛同しかねます」と、トピ主さんに同調しま

す。 

  中学受験をした子供の入学式を終えたばかりの「雨のち晴れ」さんからは、「うちも並んで看板と   

写真撮りましたよ。頑張って入った学校、写真撮りたいですよね。なんの説明もなく看板取り外す

なんて、不親切を通り越して意地悪とすら思います。コロナ対策なら最初からその旨を事前に説明

すべきです。結局、意味なく密になっちゃっているじゃないですか。うちの学校は、しばらく看板

置いておきますからと説明がありましたし、並んでいる方も、ある程度、間隔を空けて静かに並ん

でおられました」という体験談が寄せられました。 

■ どちらにしても学校は批判される 
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一方で、トピ主さんの考えに批判的な意見も寄せられました。「それで感染が広がったら、高校のせい

にしませんか？」と書いたのは、「いち大学教員」さん。「そもそも、（式への参加が）１家族１名に限

定しているというのも、人を集めないための方策。式が終わった後で、ゾロゾロ家族が集まったら、

意味がありません」と指摘します。 

 「どっちにしろ文句言う」とコメントしたのは「末」さん。「看板を設置すれば、『密になったじゃ

ないか！』、看板を撤去すれば、『表札の前で密になったじゃないか！』と。どちらにしろ文句を言わ

れるとすれば、学校側は、より責任を問われない方を選ぶに決まっていますよね。第一、密にならな

いよう配慮するのは、『保護者』や『親』側ではないでしょうか」とつづっています。 

 トピ主さんと同じ高校新入生を持つ「葉子」さんは、「中学の卒業式も保護者は１名の参加、高校の

入学式も１名の参加だったので、夫と私がそれぞれの式に参加しました。本当は夫婦で参加したかっ

たです。でも、学校側の事情をかんがみて我慢ですよ。写真も同じく。密にならないように協力する

のは、誰のためでもなく我が子のため。もし感染者がでたら、休校になります。また学びの機会がそ

がれてしまう。そういう事態にならないために、学校だけでなく、保護者も協力しなければなりませ

ん」という意見を寄せました。 

■ 今できることは何か、考えて行動を 

  教育評論家の親野智可等ちからさんは「新型コロナ対策については、専門家の間でも意見が分か

れていますし、家族に高齢者がいるか、持病があるかなど、置かれている状況によっても捉え方が

違ってきます。そんな中、入学式はどんなふうに行ったらいいか、学校の先生たちの間ではいろん

な意見があったことでしょう。看板撤去については、学校が責任をもって判断した以上、仕方ない

のかなと思います。事前に説明してくれればという親御さんの気持ちもわかりますが、説明を省略

せざるをえないケースもあります」と指摘します。 

 感染が拡大している以上、今後も学校行事の見直しなどが行われる可能性があると親野さんは考

えます。「でも、悪いことばかりではないと思います。教育現場では行事が増える一方でしたが、も

っと本質を見つめ直し、大切なことだけを残そうという動きになっています。いろいろな意見を受

け入れながら、自分の考えも伝えていく。親御さんの方も、今できることは何だろうと考えて、行

動してほしいです」と強調します。 

 コロナ禍でいつもとは違う学校生活のスタート。気持ちを切り替え、子供たちがこれからどれだ

け楽しい学校生活を送れるかに焦点を当てていった方がいいのかもしれません。 

 

75  日本社会の「競争と順位付け」  0414n 
●長くオランダで暮らしてきたフリーランスライターの島崎由美子さん（薬剤師・日本障がい者スポ 

ーツ協会公認スポーツ指導員）から、「競争・順位付けの賛否両論」と題する論考が届いた。オラン  

ダとの比較から、日本について「不全感や高度に競争的な教育社会に存在する子どもたちは、不全  

感や満たされない心、自己否定感を増幅させているように見える」などとつづっている。 

 園や学校の運動会では、リレーや徒競走などで児童・生徒の順位付けを行っていることが多いと 

思います。順位付けをすると、競争心が育まれるというプラス思考や、やる気を失うというマイナ 

ス思考が生まれます。全員で走ってみんなでゴールテープを切るような光景を目にしたことがある 

でしょうか。個人競技を減らし、玉入れや綱引き、ダンスなどのチーム全体の競技を増やしても、

やはり優劣が付けられています。これを「悪しき平等主義」と捉えて、競争の順位付けの賛否につ 

いて述べたいと思います。 

  順位付けのプラス面として、秀でたところが個性なのだから賞賛されて当たり前だと考えられた 

り、挫折体験も児童・生徒の成長に必要であるとか、競争社会において経験しておくべきだと考え 

る傾向がみられます。 

  一方、順位付けのマイナス面として、失敗体験ばかりしたり、楽しさがなくなったり、児童・生 

徒の間に差別意識が生まれ、劣等感を生み出しています。 

 人はみんな違いを持って生まれています。その後の成長には、環境やその後の教育が大きく影響

します。児童・生徒は、大人が順位を付けなくても、自分で他者よりも出来るという自己肯定や、
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出来ないという自己否定を日々の生活の中でヒシヒシと感じながら生きています。 

 例えば、園や学校の壁にクラス全員の絵を展示したとします。順位が付いていなくても、自分は

他者より絵が下手だという劣等感を生徒・児童自身が感じ、教師や親も比べて優劣の感情を持つこ

とは、人として自然なことだと思います。 

 園児は、小学校に入学すると成績を付けられ評価されます。競争社会に出れば順位付けという評

価はさらに顕著です。それでは、成長過程で過度に挫折感を味わうことは強固な精神を育み、その

後の人生の障壁を受容できる人格形成に繋がるのでしょうか。 

 徒競走は遅いけれども絵が上手と褒められるケースもあるでしょう。成績が良くなくても運動神

経だけは素晴らしいと褒める大人もいます。このような、児童・生徒への励ましの言葉は好ましい

でしょうか。こんな時、親や教師はどのような言葉をかけているのでしょう。 

 「どうして一番になれないのか」、「今度は頑張って一番になろう」、「なぜもっと頑張れないの」、

「それが悔しくないの」、「そんなだから恥ずかしい」など、もし大人がこのような言葉を発した

ら、児童・生徒は一番でないと意味がないとか、負けることは良くないとか、親のために頑張ろう

とか、楽しくないから辞めてしまおうなどの価値観を身に付けてしまいます。 

 人は、生まれながらに同じではありません。しかし、背の高い人と低い人、裕福な家庭とそうで

ない家庭などの遺伝的資質や環境要因の多様性に対して、偏見や差別を持って生まれてはいないの

です。 

 競争や順位付けは、過度の緊張状態を生み出し、大きなプレッシャーになったり、差別や優劣の

意識が生まれたりします。順位を付けられることにより、競争社会で生き抜くために必要な心の強

さが育まれると考えたり、親が過度に期待したり、誇らしく思う気持ちは愛情であると考えたりす

ることは、個の意思の自由と平等を尊重して、疾病や障害と共生する社会の実現には、逆行してい

るとしか感じられません。 

 順位付けされないまま育つことが挫折を知らない弱い精神になってしまうなどと考えることは、

現代の実社会に生きる大人たちの身勝手な妄想かもしれません。 

 育成や教育には一定のアセスメントが必要です。しかし、人と人を横軸で比較せず、目標値を設

定して到達度を評価するスケール法があります。ある学習の到達目標度を 100％とした場合、自身の

到達度が 84％ならば残る 16％を充足する努力が求められていることになります。横にいる他者と比

較することはないのです。 

 自己肯定感を醸成し、自分らしい目標の持ち方を学ぶことは、競争社会で切磋琢磨して生きるこ

とに逆行するものではありません。 

 ここで、私が住むオランダの親友を紹介しましょう。中等教育機関（学校）の 3年生、アイノア 

（15歳）は、「私の学校はリモート授業。宿題しろとか運動しろとかウザイってば。二度と戻らない 

青春だからとてもストレスフルよ」としかめ顔の様子でした。 

  娘と宿題が済んだかどうかの確認しかしようとしない再婚パパとの会話は、子どもにとってかな 

りストレスのようです。しかし、私が彼女の成績票のことを聞くと、彼女は「何のために学ぶのか 

は、私にとってもすごく大事だよ」と答えていました。 

 オランダでは、自分に合った教育を選ぶ権利を含めて学校以外にも多様な場があることを広く子

どもたちに周知しています。 

 ニッポンの成育環境を私自身が持つ「外視鏡」で覗くと、高度に競争的な教育社会に存在する子

どもたちは、不全感や満たされない心、自己否定感を増幅させているように見えます。 

 私の経験において、ニッポンと海外では「個」に対する考え方や扱い方が大きく異なっていま

す。特にオランダでは、子どもたちが幼い頃から自分で意思を決定できるよう徹底した個人主義社

会の中で育てられています。 

 子どもは大人と同様、「自分が決めたのだから」と相手を尊重し、互いが認め合った後でも議論し

ます。属性に関係なく自分の意見を持ち、常に自己をアップデートできる環境に生きています。 

 オランダの学校では、思考力・発信力・傾聴力を育むアカデミックディベートが積極的に実践さ

れています。他者と批判的な議論を白熱させても、軽蔑され、人格まで否定されることはありませ

ん。日本の学校ではどうでしょうか。 

 近年、集団主義ニッポンの社会において少しずつ、個の理解と共有が進んでいるように感じられ

ますが、自己形成期に立つ児童・生徒が自他を批判せず、個の存在と自己肯定感の尊さを深く学

び、多様性への寛容性を育んでいけるよう、成育・教育の環境を再構築する重要性を感じていま

す。さらに、束縛・拘束のない公平な相互関係を共有できるような自由、全ての人間が法的・政治
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的・経済的・社会的に、公平かつ同等に扱われる平等の精神を子どもたちの心に育まなければと思

います。 

 そのような環境に身を置くことで子どもたちの心は、人種・肌色・言語・文化・モラル、属性等

の多様性をリスペクトし、障がいや疾病の特性、他者の心の複雑さと尊さに寄り沿うことができる

はずです。 

 競争・順位付けは必要でしょうか。ニッポンが目指す共生社会づくりにスポットライトを当て、

一人一人考えてみる必要がありそうです。 

 

76  読書は知識と思考力を伸ばす ベネッセ総研「小学生の読書実態調査」  0420NG 
●ベネッセ教育総合研究所はこのほど、読書と学力の関係について調べた「小学生の読書に関する実 

態調査」の結果をまとめた。それによると、読書量の多い子供ほど、「知識」と「思考力」の能力が 

高いことが分かった。読書好きな子供ほど知識や思考力が高いことは、教育関係者にとって、経験 

的に知られていることだが、それが事実であることが、改めてデータによって裏付けられたと言え 

よう。 

▼ 偏差値アップは読書量に比例 

   調査は、2019 年 8月から 20年 7月までの 1年間に、同社の通信教育講座と電子書籍サービスを 

利用した小学校 5、6年生を対象に、読書量と国語の実力テストの関係を調べたもので、1万 368 人 

分のデータを解析した。具体的には、電子書籍サービスの読書履歴(ログ)を基に、調査対象を読書 

量によって 4グループに分け、1年間の読書経験の前と後の、国語実力テストの偏差値の変化を調べ 

た。 

まず、1 年間のログデータがゼロ冊だった者を「読書をしなかった子ども」として、このグループ 

の 1年後の学力テストの偏差値の増減を「0・0㌽」(変化なし)として基準化。その上で、国語の 

「知識問題」(漢字、文法など)の偏差値の変化を見ると、実力テストの成績が低い「学力の低い子 

ども」では、読書量が「月 1冊程度」のグループは、1年後に偏差値が 1・0上昇していた。 

また、「月 2～3冊程度」のグループは 2・6㌽、「月 3冊より多い」のグループは 3・2㌽、それぞ 

れ上昇しており、「知識」と読書量は比例していることが分かった。また、実力テストの成績が高い 

「学力の高い子ども」たちの 1年後の偏差値の変化を見ると、「月 1冊程度」が 0・8増、「月 2～3

冊」が 1・4㌽増、「月 3冊より多い」が 1・7評増と、それぞれ上昇していた。読書量が多い子供ほ

ど、 偏差値はアップしているものの、「学力の低い子ども」に比べて上昇幅は小さい。このことか

ら、読書による知識力のアップは、学力が高い子供より低い子供の方が、より効果があるようだ。 

 一方、思考力を問う「読解問題」(物語文や説明文など)の分析結果を見ると、「学力の低い子ど 

も」の 1年後の偏差値の変化は、「月 1冊程度が 0・1㌽増、「月 2～3冊」が 0・8㌽増、「月 3冊よ 

り多い」が 1・7㌽増。これに対して「学力の高い子ども」は、「月 1冊程度」が 0・6㌽増、「月 2～  

3 冊程度」が 0・9㌽増、「月 3冊より多い」が 1・4㌽増となっている。読書量が多いほど偏差値が 

上昇しているのは同じだが、「知識問題」に比べると、学力の低い子供と高い子供の偏差値アップの 

差が小さい。これは、「挑戦問題」(日常生活場面の課題解決問題)の場合も同じ傾向を示している。 

   読書と学力の関係は、読書量が多いほど「知識」の力は高まる。また、学力の低い子供ほどその  

効果が高い。その一方で「思考力」も読書量が多いほど高まるものの、学力が高い子供と低い子供 

における違いは、「知識」の場合に見られたような明らかな差はあまりない。 

この他、アンケートでは「気になったところを読み返す」と回答したのは、「月 1冊程度」が 58・ 

3%、「月 2～3冊程度」が 63・5%、「月 3冊より多い」が 69・0%、「興味のあることがふえた」のは、 

「月 1冊程度」が 53・1%、「月 2～3冊程度」が 60・1%、「月 3冊より多い」が 62・9%などとなって 

いる。 

これについて、同研究所は「本に親しんでいる子どもは、単にたくさんの本を読むというだけで 

なく、読み方を工夫したり、自分に役に立つことを理解したりしている」「そのことが実力テストの   

偏差値の変化に反映している可能性があると指摘している。 

 

77  北海道小学校校長会が理事研修会で新役員を選出  0417n 
●吉田信興会長・紺野高裕事務局長「来年度の石狩・千歳大会を実り多く」 

   北海道小学校校長会（神谷敦会長）は、2月 22 日、第 5回理事研修会をホテルライフォート札幌 

で開いた。新型コロナウイルス感染症対策のため、札幌以外の会員は WEB 会議 Zoom で接続。約 50 



- 53 - 
 

名が参加した。 

   神谷会長があいさつ。今年度はコロナ禍で制約のある中での教育活動を余儀なくされたが、各学 

 校でリーダーシップを発揮し、職員や子どもたちに必要な指導を継続した全道の校長に感謝。初の 

 誌上交流となった今年度の教育研究オホーツク・北見大会に触れ、「来年度の石狩・千歳大会は力を 

 結集し、今年度の思いも合わせて大会を盛り上げたい」と期待を寄せた。 

   第 64 回道小教育研究石狩・千歳大会の進捗状況報告等のあと、北海道教委から行政説明。GIGA ス 

クール構想、働き方改革、少人数学級などについて、各担当者が説明した。 

   令和 3年度の役員選考では、新会長に吉田信興事務局長（札幌市立旭小）、新事務局長に紺野高裕 

事務局次長（札幌市立北九条小）を選出した。 

   吉田新会長があいさつ。新学習指導要領の全面実施による授業改善の推進と定着には、ICT 活用も 

重要であると指摘。新しい生活様式の中で、一人一人の個別最適な学びと協働的な学びの一体的な 

充実につなげていくことが強く求められると語った。また、働き方改革については、道教委と一層 

の連携を図り、人的配置の問題が解消されるようエビデンスに基づいた提案・要望を行うとした。 

   石狩・千歳大会の実施は、コロナ対策を万全にし、実り多い大会となるよう会員全員の力を結集 

したいとの考えを表明した。最後に「道中・道公教、道教委、各市町村教委等の教育関係諸機関と 

連携を図りながら、コロナ対応も含めた学校現場が直面する様々な教育問題の解決に向けて取り組 

んでいく」と抱負を述べた。 

 

78  道中 第 94 回総会・研修会 宗谷大会へ連携強化 一体で感染拡大防止など 0430DT 
●道中学校長会（三浦利章会長）は第９４回総会・研修会を書面開催した。三浦会長は書面上で、本 

年度のキャッチフレーズ「叡智を結集し 新時代へ向かう道中」のもと、新型コロナウイルス感染 

拡大防止の取組、学習指導要領の着実な実施、学校における働き方改革などに一体となって取り組 

む決意を表明。業務計画では、９月２４・２５日の第６３回研究大会宗谷・稚内大会の開催に向け 

た連携強化などを申し合わせた。 

   令和３年度活動の重点では、全日本中学校長会の新教育ビジョン「学校からの教育改革」を踏 

まえ、「確かな学力」「道徳教育」「キャリア教育」「健康教育・安全教育」「いじめ防止」などの充実 

を図る教育課程の編成・実施、食育・体験活動やスポーツ教育・芸術教育の推進を挙げ、４年度の 

第７３回全日本中学校長会研究協議会札幌大会の開催に向けて「オール北海道として一体となった 

活動の推進」を盛り込んだ。 

 業務計画では、９月２４・２５日の第６３回研究大会宗谷・稚内大会の開催に向け、円滑な実施 

と研究活動の充実に向けた連携の強化など、今後の方針を決定した。 

 本年度の役員はつぎのとおり。＝全員新任、敬称略＝ 

▽会長＝三浦利章（千歳市千歳） 

▽副会長＝藤田淳（猿払村拓心）、楢山聡（七飯町大沼岳陽）、盛永明寿（浦河町浦河第一）、水野秀 

哲（釧路町富原）、木村佳子（札幌市中央） 

▽事務局長＝越田公美（札幌市東月寒） 

▽事務局次長＝笹川恒春（札幌市北栄）、野﨑均（登別市緑陽） 

▽会計理事＝村上俊一（小樽市向陽） 

▽運営委員＝五十嵐邦春（寿都町寿都）、工藤亘（旭川市明星）、玉置英樹（厚沢部町厚沢部）、太田 

智子（美唄市美唄）、喜多敦（幕別町幕別）、小川厚志（札幌市北野） 

■【三浦会長あいさつ概要】 

 前年度は、新型コロナウイルス感染症のまん延によって、臨時休業、行事の変更・中止、学校生 

活の制限が余儀なくされ、先が見通せない中で、学習内容の確実な履修や行事の再編など各学校の 

対応が大きな課題となった。 

 道中学校長会としては、子どもたちの学びを保障することが最重要課題と考え、各地区校長会同 

士の連携はもとより、関係各機関との連絡・調整を密にしていくことで情報を共有し、課題解決を 

図った。 

 新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種が始まったが、いまだ収束の見通しが立た 

ないことから、今後も強力に推進していかなければならない最重要課題であり、ポストコロナ社会 

の学校教育の創造や、教育課程の再編成からみえた新たな学校像を構築していくことが学校に求め 

られる。これまでの成果と課題を生かした組織的な取組をするとともに、さらに各機関と連携を図 
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っていく必要があると考えている。 

 道中の組織改革が行われてから５年目を迎える。２年度はコロナ禍ではあったが「叡智を結集し  

羽撃く 道中」というキャッチフレーズを掲げ、鎌田前会長の強いリーダーシップのもと様々な困 

難を一つ一つ克服し、解決しながら終えることができた。 

 私はこれまでの道中の歴史の中で、先達が脈々と積み上げてきた思いをしっかりとつなぎなが 

ら、全道各地区の校長との強い連携と、今まで以上に、「オール北海道」「チーム北海道」として新 

たな道へ進んでいくよう、強い覚悟をもって活動を推進させていきたいと決意する。 

 そこで、これら大きな課題を解決するため、本年度のキャッチフレーズ「叡智を結集し 新時代 

へ向かう道中」を掲げる。道中の今後の道を拓きながら活動を前進させることができるよう、校長 

の支援、協力をあらためてお願いする。 

 わが国では、２１世紀にふさわしい持続可能な社会を構築するための動きが加速している。その 

中で、教育界では様々な教育改革が行われ、本年度から全面実施されている学習指導要領では、社 

会に開かれた教育課程および主体的・対話的で深い学びの実現、カリキュラム・マネジメントの確 

立などが求められている。 

 私たち校長はこれら時代の要請にこたえ、学校改革を推進することが重要な使命である。これま 

での各地区、各学校での実践の成果を十分踏まえ、地域や保護者と連携・協働しながら、子どもた 

ちに社会を生き抜く力とともに、よりよい社会を形成する力を育む教育を実践しなければならない 

と考える。 

 本年度の運営方針および活動の重点は、全日本中学校長会新教育ビジョンの内容を踏まえ、校長 

としての主体性と指導性をもち、会員相互の連携のもと本道の中学校教育を推進し、道民の負託に 

応えるべく掲げられている。 

 特に、①新型コロナウイルス感染拡大防止への取組②学習指導要領の着実な実施③学校における 

働き方改革への取組④GIGA スクール構想の実現⑤命を大切にする教育に関連する課題―に力点を置 

き、北海道の中学校長会が一体となって進め、未来につながる北海道教育の実践を積み上げたい。 

 私たち校長は、学校教育が本道の今後の発展の基盤となるとの認識のもと、その充実、課題解決 

に向かい、先頭に立って全力で取り組む決意である。本会とつながりが深い、道教委、道小学校長 

会、そして、道公立学校教頭会には、今後とも本会の発展のために一層の指導、支援をお願いする 

とともに、これまで築いてきた関係を維持し、本道の教育振興のため、共に手を携えながら諸課題 

の解決に当たり、良好な関係性をさらに積み重ねていきたい。 

 皆さんの理解と協力をお願いする。 

 


