
 

 
 

令和 2 年度第 2 回千葉市学校教育審議会議事録 

 

１ 日時： 

 令和３年３月２４日（水） １８時００分～２０時００分  

 

２ 場所： 

 千葉ポートサイドタワー１２階 第一・第二会議室  

 

３ 出席者： 

（１）主催者  

 磯野教育長  

（２）委員  

 貞広斎子委員（会長）、青木志乃委員、阿部学委員、江藤悦子委員、江波戸

正子委員、奥山慎一委員、金子建一郎委員、黒川雅子委員、小池公夫委員、清

水俊明委員、西村侑身子委員、野口聖委員、保坂亨委員  

（３）市教委  

 大野教育次長  

 松浦教育総務部長  

 山下学校教育部長  

 山﨑企画課長  

 片見教育改革推進課長  

 鶴岡教育指導課長  

 田中企画課課長補佐  

 事務局  

 

４ 議題： 

（１）小学校における宿泊体験学習の在り方・考え方について 

（２）中等教育学校の設置について 

 

５ 報告： 

 千葉市学校教育推進計画について  

 

６ 会議経過：  

  別紙のとおり  
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○田中企画課課長補佐  １枚目次第、続きまして千葉市学校教育審議会委員

名簿、続きまして席次表、続きまして資料１、小学校における宿泊体験学習

の見直し案について、続きまして資料２－１、中等教育学校の設置について、

続きまして資料２－２、パンフレット「千葉県で初めて公立の中等教育学校

が創設されます」、最後に資料３、令和２年度第１回学校教育審議会「第３

次学校教育推進計画策定」に係る意見等概要でございます。過不足等ござい

ましたら、お申し出ください。  

  感染対策について。  

  続きまして、感染対策について申し上げます。  

  皆様におかれましては、検温及び手指の消毒にご協力いただき、ありがと

うございます。  

  本日も前回同様、委員の皆様の間隔を空けて机を配置しております。また、

空気の入替えのため、出入口は開けさせていただきます。  

  お手数ですが、マイクは横の列で委員の皆様で回してご使用ください。ワ

イヤレスマイクのスイッチは、発言が終わりましたらオフにしてください。

机の間に除菌シートを用意しましたので、必要に応じて活用してください。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

  なお、資料につきましては、各委員様専用となりますので、書き込み等ご

自由にしていただいて構いません。  

  以上、不足はございませんでしょうか。  

  お気づきの点などありましたら、事務局にお申し出ください。  

  それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和２年度第２回千葉市

学校教育審議会を開催いたします。  

  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また、遅い時間にもかかわら

ずお集まりいただき、誠にありがとうございます。  

  私は、本日の司会を務めさせていただきます教育委員会企画課課長補佐の

田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

  本日の会議でございますが、１５名の委員のうち半数以上の方が出席され

ておりますので、千葉市学校教育審議会設置条例第６条第２項により会議は

成立しております。  

  ここで傍聴の方に申し上げます。  

  傍聴に当たっては、お手元の傍聴要領の２に記載しました注意事項を守っ

ていただきますようお願いいたします。注意事項に違反した場合、退場して

いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。  

  また、議事録については、公開することとなっております。議事録の内容

につきましては、委員の皆様に確認をいただき、その後、会長のご承認をも

って本審議会の承認となりますので、よろしくお願いいたします。議事録確

定後は、市のホームページに公開するものとします。  

  なお、本日の会議の終了時刻は２０時を目安と考えておりますので、ご協
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力をお願い申し上げます。  

  本日ですが、池田副会長、中村委員におかれましては、ご都合により欠席

とのご連絡をいただいております。  

  それでは、開会に当たりまして、千葉市教育長の磯野よりご挨拶を申し上

げます。  

○磯野教育長  皆様、こんばんは。  

  ただいまご紹介いただきました教育長の磯野でございます。  

  本日は、委員の皆様におかれましては、公私ともご多用の中、ご出席を賜

りまして誠にありがとうございます。  

  さて、本審議会は、本市の教育施策に当たりまして、皆様から貴重なご意

見等をいただく機会だったんですが、今回のコロナの感染拡大により、この

ような状況でなかなか開催ができない中で、今日、今年度最後の会議となり

ましたので、よろしくお願いいたします。  

  教育委員会としましても、このコロナの中、２度の緊急事態宣言があり、

学校の休校等々あり、いろんな面で支障を来したわけですけれども、本市は

子どもを中心に考えた中で教育活動を推進しようという考えの中、３密を避

ける中で、体育大会、そして修学旅行等々を実施し、子どもたちに少しでも

思い出が残るような活動をしようということで取り組んでまいったところで

ございます。  

  そうした中、子どもたちがまだ多くの行事等をやりたいという思いがたく

さんあったんですけれども、今日、無事修了式を迎えられたことが何より一

番よかったし、何よりも子どもたちの安全安心を保つ中で教育活動ができた

ことに対しまして、改めて皆様に対し、そして学校に対して、お礼を申し上

げたいという気持ちでいっぱいでございます。  

  本日は、２つの議題をお願いしております。これは以前元年の第１回の審

議会でお願いしました小学校における宿泊体験学習の在り方・考え方につい

て、再度、私どもの意見をまとめましたので、特に小学校高学年の宿泊活動

についてご意見をいただければと思います。  

  そして２つ目は、中等教育学校の設置についてでございますが、これは３

０年度の学校教育審議会で中等学校の設置についてご理解いただいたわけで

すけれども、その後、事務局のほうで準備を進めてまいりまして、いよいよ

来年、令和４年に開校に向けて今準備を進めております。ぜひ皆様のご忌憚

のないご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  甚だ簡単ですけれども、私からのご挨拶、ひとつよろしくお願いいたしま

す。  

○田中企画課課長補佐  それでは、これからの議事進行につきましては、貞

広会長にお願いしたいと存じます。  

  貞広会長、どうぞよろしくお願いいたします。  

○貞広会長  承知いたしました。  
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  皆様、改めましてこんばんは。年度末のお忙しいところですけれども、よ

ろしくお願いいたします。  

  それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。  

  本日は、先ほどお話ありましたとおり、議題と報告がございます。特に議

題に時間を多く取り、皆様からご意見を頂戴できるよう、議題のほうから審

議を始めたいと思います。議題２つございまして、小学校における宿泊体験

学習の在り方・考え方について、こちらを２５分程度、２つ目の議題の中等

教育学校の設置についてを時間たっぷり取りまして６０分程度、そしてその

後、報告として千葉市学校教育推進計画について１０分ほど頂戴しまして、

そのような時程で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。  

  では、議題１にまいります。小学校における宿泊体験学習の在り方・考え

方について、まずは事務局よりご説明をお願いいたします。  

○鶴岡教育指導課長  改めましてこんばんは。教育指導課長の鶴岡でござい

ます。  

  まずは、お手元の資料１によりご説明をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

  まず１、本市の小学校における宿泊体験学習の現状です。  

  現在、全小学校の５年生が移動教室に、全小学校の６年生が農山村留学に

参加しております。移動教室は全校一律２泊３日で、長柄にございます千葉

市少年自然の家を利用し、農山村留学につきましては、学校ごとに県内の施

設を予約し、２泊３日もしくは３泊４日で実施しております。今年度につき

ましては、コロナの関係で１泊という学校もございました。  

  ２、見直しの背景です。  

  農山村留学は、平成１７年度から全校で実施するようになり、当時は長野

県などで実施し、事業名にもございますように、農業体験や民泊による地域

の方々との触れ合いを大切にしたものでした。ところが、平成２７年度に長

野県での実施が廃止となり、平成２８年度からは、現在のように全校県内で

の実施となりました。  

  近年は、農山村留学としての特色が若干薄れ、自然災害や社会情勢などか

ら民泊も減少し、５年生の移動教室と活動内容が似通ってきているという状

況になりました。また、アレルギー性疾患等の児童対応の難しさなどからも、

宿泊日数を２泊に減ずる学校が増えている状況でもあります。  

  そこで、小学校から中学校までの９年間を見通した体験学習の体系化を図

り、最終学年は修学旅行、その前の学年は自然体験学習というように位置づ

け、教育の目的を明確にした体系づくりを行うこととしました。  

  ３、令和７年度からの見直し案についてをご覧ください。  

  本会案としましては、５年生は現行のまま移動教室２泊３日、６年生は県

外での修学旅行１泊２日としたいと考えます。５年生が２泊３日で６年生が
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１泊２日という点ですが、千葉市少年自然の家でのプログラムは１５０ほど

ございまして、３日間充実した自然体験学習ができるものと判断し、現行ど

おり２泊３日といたします。費用につきましては５，０００円から６，００

０円ほどでございます。  

  修学旅行につきましては、県外での実施とし、現地の自然や文化に触れな

がら、歴史や伝統などに関心を持ち、自主的に学習する態度を育みたいと考

えます。活動内容や保護者の負担軽減などから、１泊２日と考えました。  

  ４の今後の検討事項でございます。  

  目的地につきましては、学校独自とはせず、モデルプランを提示しながら

学校の特色を生かしていきたいと考えますが、実施時期についてはある程度

ローテーション化をしていくことも検討していかなければならないと思いま

す。  

  旅行業者等につきましては、現中学３年生と同様、各学校で入札し、業者

を決定することと考えております。  

  なお、旅行代金の徴収方法につきましては、代金が高額のため、複数年か

けて積立てによる徴収を考えております。ちなみに、現中学３年生は、中学

１年次に行き先や業者を決め、２年間もしくは３年間かけて分割して徴収し

ているところがございますので、そのノウハウを小学校にも生かしていきた

いなと考えております。  

  これらのことを踏まえて、令和７年度までに保護者の皆様や児童の声に傾

聴し、学校等との協議を重ねた上で、事業内容の精選を行いつつ、子どもた

ちにとってよりよい事業となるように今後検討してまいりたいと思います。  

  ご説明は以上になります。ご意見、ご質問のほどよろしくお願いいたしま

す。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  今もご説明いただきましたけれども、その中にもありましたとおり、特に

３点についてご意見をいただきたいということでございます。  

  まず、目的地が６年生は県内から県外になるということについて、そして

宿泊日数が２泊３日以上から１泊２日と短縮になることについて、そして保

護者の経済的負担が多くなるということについて、特にご意見をいただきた

いということでございます。  

  それでは、ご意見、ご質問がありましたら、恐縮ですけれども、皆様の名

札を私どもから名前が見えるように立てていただければと思います。  

  いかがでしょうか。  

  小池委員、よろしくお願いいたします。  

○小池委員  ちょっと意見が出ないようですので、口火を切るということで、

見直し案に賛成の立場でお話をしたいと思います。  

  やはり、現状の６年生、昔農山村留学をやったときには、民泊とかそうい

うものがすごく売りだったような気がするんですね。ところが、現状それが
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難しくなって、５年生と非常に似通った活動内容になっているというご説明

をいただきました。  

  それを、ダブりを避ける意味でも、また多様な経験を子どものうちにさせ

てあげたいなというふうに思います。同じような経験でなくて、歴史的文化

財に触れたり、歴史の舞台ですよね、これを鎌倉であるとか、日光でもそう

だと思うんですが、そういう舞台に触れるというところで、学習との関連も

図れるというような面もあると思いますので、この案でいったらどうかなと

いうふうに思います。  

  経済的な負担について、ちょっとやっぱり気にはなるんですけれども、困

窮しているご家庭にはやはり就学援助であるとか生活保護の形で費用が免除

されるような仕組みがあると思いますので、学校のほうでそちらをうまく使

っていただいて、なるべく経済的に困っている方でも参加できるような手だ

てを取っていただければというふうに思います。  

○貞広会長  口火を切っていただきまして、ありがとうございます。  

  特にご回答ということではなく、ご意見ということで承ってよろしいでし

ょうか。  

  ほかにいかがでしょうか。  

  では、青木委員、どうぞ。  

○青木委員   

  私も、修学旅行に変更するというのを大変いいなと思っています。最初に

思い浮かんだのが、教員の負担軽減になるということです。先生方、移動教

室や農山村に行かれるとき、大変な準備をなさると聞いてます。その年その

年で様々な計画を立ててくださっています。以前お聞きしたところによると、

例えば５年生の移動教室でおみそを仕込んで、６年生の農山村でそれを使っ

たお料理をするといったプランですとか。保護者としては大変ありがたいで

すが、本当に大変だろうなというふうに思っておりました。  

  修学旅行ですと、資料に (バスガイド付貸切バス )とあるように業者にお任

せできるところが多くなり、先生方が行く先々に向けての学習を、児童と一

緒に余裕を持って計画立てていけるのかなというふうに思いました。  

  保護者から見て、移動教室と農山村の違いがあまり分からないです。農山

村のために移動教室で慣らしをするなど正しい理解はされていないように思

います。  

  それでも、やっぱり子どもたちにとっては、大変思い出深い行事の一つで

あるかと思います。卒業式前なんかに一番楽しかったことというと、移動教

室ですとか農山村ということを言う児童が大変多いです。ですから、経済的

負担というところはやはり気にはなりますけれども、分割や積立てという形

でしたら無理はないように思います。あと先ほど少し困窮家庭というような

お話も出ましたが、子どもたちと関わっていて、旅行や観光の経験がない子

どもが実際にいます。県外に出たことがないと。例えば給食で初めてグラタ
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ンを食べたとか、そういった児童が実際いるわけです。様々な経験を学校教

育の中でやっていただけるというのは本当にありがたいことだなというふう

に思いました。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、野口委員、どうぞ。  

○野口委員  皆さん、こんばんは。  

  ６年生のほうなんですけれども、県内の２泊３日から県外の１泊２日に変

わるということで、恐らく移動距離も長くなると思って、そうすると、バス

が苦手な子どもにとっては、今日もあしたも長時間バスに乗って、ちょっと

逆につらい思いをする子どもが発生するんじゃないかと思って、その辺につ

いては、この１泊２日を決めた費用面というのは分かるんですけれども、そ

ういったバスの苦手な子どもたちの留意というのはされているのでしょうか。  

○貞広会長  このあたり、じゃご検討状況についてお願いいたします。  

○鶴岡教育指導課長  ご質問ありがとうございます。  

  バスの行き帰り、さらには行程中のバスの行き来、これも含めまして、今

委員おっしゃるように、配慮しなければならないと思います。移動距離をや

はり少なくしなければならないという思いはございまして、その１泊２日。

経済的なことも大きなウエートですが、そういった部分も意見の中にはあっ

たというのは記憶しております。  

○貞広会長  野口委員、いかがでしょう。よろしいですか。  

  継続的にご検討くださるということですかね。  

○鶴岡教育指導課長  はい。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ほかにいかがでしょうか。  

  阿部委員、どうぞ。  

○阿部委員  阿部です。よろしくお願いいたします。  

  基本的には賛成と考えているんですけれども、気になった点を申し上げま

す。  

  体験学習の体系化という言葉を述べられていて、例えば費用がかかること

ですし、いろいろと教育の意味、説明していくことが増えると思うんですけ

れども、単純には、自然体験と文化等に触れる５年生と６年生の体験が、ど

う体系、積み重なっていくのかというのがちょっと分かりづらいところがあ

るかなと思いましたので、そういう説明を重ねていくようであれば、もう少

し体験そのものの意味ですとか、人との関わりの意味ですとか、いろんな言

葉を使って説明していく必要があるのかなということを感じたのが１点です。  

  もう１点ありまして、実際の中身なんですけれども、資料のほうには校長

会等との連携というふうに書かれておりますけれども、実際に引率するのは

中堅・若手の先生になると思いますので、何かそういった先生方が働き方の

面では負担になり過ぎないこととか、あとは体験だけでやりがいがあるいい
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プランだと思えるようにするとか、そのために会議をして参加させるとまた、

負担が増えていくかもしれませんけれども、何かしらそういう意見をすくい

上げながら、何かいいなと思うプログラムになるようにしていただければな

という願いなのがもう１点でございます。  

  以上です。  

○貞広会長  ２つ目はご要望ということで承って、１つ目については、いか

がでしょうか。現時点で本体のカリキュラムなどとの関連性も含めて体系に

ついてご検討されているかと思いますが、もしご回答あれば。  

  鶴岡さん、お願いいたします。  

○鶴岡教育指導課長  ご質問ありがとうございます。  

  説明の中でも申し上げた５年生と６年生の体験が若干同じような活動だっ

たと思います。最終学年では修学旅行という歴史や文化や学習を交えた、そ

ういった学習に変え、その前の学年では自然体験を重視した宿泊体験学習に

したいというような部分で、今まで見えにくかったものを体系化というふう

に言うには少し大げさかもしれませんが、明確化するという意味で、体系化

という言葉を使わせていただきました。  

  加えて、宿泊体験学習のみならず、体験学習の体系化というふうに申し上

げたので、宿泊をせずにキャリア教育であったり、そういったものを組み合

わせた体系化なので、それは委員おっしゃるようにもう少し細かく説明して

まいりたいと思います。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  では、金子委員、お願いいたします。  

○金子委員  金子です。  

  基本的には賛成です。子どもたちが旅行に行く前に下調べをして。帰って  

 きてからまとめて嬉しそうに発表しているのを見ていると、修学旅行は本当  

 いいものだと思います。ですからこれは旅行先の選定のことではないのです  

 が、今、コロナでバスの中というものは静かにしていなければならないのだ  

 そうで、学校の先生からすると道中が楽しいはずなのに苦行を強いているよ  

 うで心配のだということを聞きました。  

  これはまあ仕方がないことで、コロナ後は解決するわけですから大丈夫だ

と思うのですが。ということで、その距離、行先の道程というのは日光の他

にモデルプランが提示されるのでしょうか。できればそういったところをい

くつかあって、みんなでそれを調べて行くのがいいと思います。  

  費用のことも、これはもうこの程度のことは当然のことだと思いますので、 

大丈夫だと思います。子どもたちが事故なく楽しくいってこられるというの

は基本です。修学旅行前後の話を聞いていますと本当に大変だなと思います。 

子どもそのものは案外しっかりしていますので、先生方の負担がどんどん増 

えないように考えてやらなくてはいけないと思います。  
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○貞広会長  ありがとうございます。  

  行き先の選択肢について、では事務局、お願いいたします。  

○鶴岡教育指導課長  ご質問ありがとうございます。  

  場所につきましては、近隣の県内の都市または政令市のほうを調べさせて

いただき、どういうところへ行っているかを調べさせていただきました。県

内ではほとんどの学校は日光または鎌倉に行っているという現状がございま

すので、もし本市としても同じように実施するとしたら、これぐらいの金額

がかかるということで、提示させていただきました。これから時間をかけて、

方面につきましても検討してまいりたいと思います。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、江波戸委員にご発言いただきまして、この議題についてはひとまず

そこで打ち切りたいと思いますが、どうしてもという方いらっしゃいますで

しょうか。よろしいですか。  

  では、江波戸委員、お願いいたします。  

○江波戸委員  江波戸です。よろしくお願いいたします。  

  先にまず宿泊体験学習の、青木委員がほとんど保護者からの意見をおっし

ゃっていただいたので、重複する場所がありますが、確かに５年生で行く自

然教室と今までの農山村、保護者としてはどちらも同じような感じだったの

で、今回この修学旅行という形になるということは、すごくうれしく思いま

した。  

  なので、あとは学校でこれに向けての子どもたちと先生方のいろんな話合

い等、勉強等、全てが凝縮されて、それが出来上がっていくんだなというの

と、多分保護者に向けて発表等あると思うんですね。それがまた保護者とし

てもすごく楽しみであるという点があります。  

  それから、経済的負担については、やはりこれだけかかるというのは分か

りますし、積立てという形であれば全然保護者としては一括でなければ頑張

れるというところがありますので、これからもいろいろ、令和７年度からと

いうことで、これまで先生方、それから教育委員会のほうですごくまだまだ

重ねていくんであろうと思いますが、いい案になるように祈っておりますの

で、よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。  

  おおむね皆様方から好意的なご意見いただいたかと思います。幾つか配慮

していただきたい事項や継続的にご検討いただきたい事項はご意見として出

ましたけれども、それは事務局で引き取っていただきまして、ぜひいい形で

発展していくような形で、ぜひ実装していただければということでございま

す。  

  では、次に議題２に移ります。  

  中等教育学校の設置について、まずこちらも事務局よりご説明をお願いい

たします。  
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○片見教育改革推進課長  教育改革推進課長の片見と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

  私のほうからは、中等教育学校についてということで、資料２－１と２－

２をご覧いただければと思います。  

○貞広会長  どうぞお座りになってご説明ください。  

○片見教育改革推進課長  ありがとうございます。座って失礼いたします。  

  先ほどの教育長からの挨拶にもありましたように、平成３１年に本審議会

におきまして市立高等学校改革の方向性という答申をいただきまして、その

中に千葉市立稲毛高校及び附属中学校、これらを中等教育学校に移行すると

いうようなご提言をいただいております。  

  私ども、その提言を踏まえまして検討を進めてまいりまして、先日の市議

会におきまして中等教育学校の設置条例のほうが可決され、令和４年４月に

新しい中等教育学校、名前が千葉市立稲毛国際中等教育学校ということで、

稲毛高校附属中学校を移行する形でこの中等教育学校を設置するということ

が決まったところでございます。  

  私ども中等教育学校のコンセプト等につきまして、これまで検討を進めて

まいりまして、今後具体的な教育内容などを考えていくフェーズになってい

きます。そうした中で、本日は今までの我々の検討状況を皆様にご報告させ

ていただき、大きく２点、１点目は目指す学校像や育成する生徒像、これら

を具現化するためにはどのような取組が考えられるのかという点、そして２

点目、新しい中等教育学校をすばらしいものとするため、様々な視点からい

ろいろなご意見をいただきたいという、その２点につきまして、皆様からご

意見をいただければというふうに思っております。  

  まず初めに、資料２－２のパンフレットのほうをご覧いただければと思い

ます。  

  このパンフレットにつきましては、今の小学校５年生に配布するとともに、

市の教育委員会のホームページにも掲載させていただいているものでござい

ます。  

  おめくりいただきまして、見開きの部分ですけれども、令和４年度から稲

毛高等学校附属中学校、移行する形、千葉県で初めての公立の中等教育学校

となりますというふうに書かせていただいております。左下の部分に、移行

のスケジュールを掲載しております。この数字がクラス数になっています。

１クラス４０名でございますけれども、Ｒ４、令和４年度のところをご覧い

ただきますと、一番下の４のところが紫色になってございます。これは令和

４年に中等教育学校の１年生が初めてここで入学をするということになりま

す。その後、２年生、３年生、４年生とどんどん上がっていきまして、令和

６年になりますと、中学校段階３年生までが全て中等教育学校の生徒になり

まして、この時点で附属中学校がなくなると。  

  それから、そのまま進んでいきまして、令和９年には全部緑色になります。
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この時点で中等教育学校の生徒が全てになりまして、高等学校もこの時点で

なくなるという、そういったような移行スケジュールで進めていきたいとい

うふうに考えております。  

  おめくりいただきまして、４ページ目、５ページ目の部分でございますが、

学校像といたしましては、地域・世界・未来を切り開くグローバルリーダー

を育成するという学校像を掲げさせていただいております。また、右のペー

ジ、育成する生徒像でございますが、高い志を持ち、幅広い教養を身につけ、

未来を切り開いていく生徒というように設定させていただいております。  

  そのページの下の部分、新しい中等教育学校ではというところでございま

すが、これから Society5.0 の複雑で予測不可能な時代が来ます。その中で、

子どもたち自身が未来を切り開くリーダーとなり、幸せで豊かな人生を生き

ていくために必要な力を育成したいと考えておりまして、幅広い教養と国際

的視野を身につけ、主体的に物事に取り組み、多面的・多角的に課題解決に

向かい、ワールドワイドに情報発信でき、継続的に努力できる人間を育成す

ることを目指すということを目標とさせていただいております。 

  おめくりいただきまして、６ページ目、７ページ目でございますが、新し

い中等教育学校では、特色ある教育活動を行っていきたいと思っておりまし

て、その前提で豊かな国際感覚を身につけたグローバルリーダーを育成する

ためにはということで、この３点が必要ではないかと。１点目、自分たちの

ことを理解する姿勢、２点目、異文化を理解する姿勢、３点目、コミュニケ

ーション能力の育成ということを掲げさせていただいております。 

  その中で、大きく３つ特色ある教育活動をここで書かせていただいており

ますが、１つ目が１、様々な体験の機会が生徒の興味・関心を引き出します

ということで、その下の部分、地域や世界の視点に立ち、様々な課題を探求

する課題発見・解決型学習、こういったものに力を入れていきたいと思って

おります。 

  例えばですけれども、左の部分で、社会課題とか世界的課題を深く考える

体系的な探究活動により、千葉市の課題の検討から始まって、最終的には世

界へと視野を広げ、未来を切り開く力を育成したいというふうに考えており

ます。 

  ７ページ目にいっていただきまして、２番目としましては、世界に触れる

ことができる機会を充実させますということで、具体的には、１つ目は全て

の生徒が海外研修に行くなど、世界にじかに触れる機会を充実したいという

ふうに考えております。また、前期課程から、中学校段階からネーティブ教

員が単独で全て授業を英語で展開するという、オールイングリッシュの授業

を展開していきたいと、そうしたようなことを今考えております。 

  それから、下のほうにいっていただき、３つ目ですけれども、夢の実現に

向けた力を身につけさせますということでございまして、例えばでございま

すが、早期に基礎的学力を着実に育成し、応用力を育む学習に注力できるカ
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リキュラムの編成、こうしたものにしていきたいというふうに考えておりま

す。 

  また、各自の興味・関心に応じて学ぶことができ、文理に偏らないような

幅広い教養を習得していただけるような、そうしたカリキュラムも考えてい

きたいというふうに思っております。 

  資料の、すみません、２－１のほうにお戻りいただきまして、２－１の表

面の下のほうに大規模改修工事についてというふうに書かせていただいてお

ります。 

  稲毛高校附属中学校の校舎のほうが、今かなり老朽化が進んでおります。

中等教育学校への移行を機に、これらの校舎については大規模改修を行って

いきたいというふうに考えております。目指すべきところは、生徒が学びや

すく教職員が働きやすい教室配置にするということでございまして、①から

⑤まで書かせていただいておりますが、①校舎改修、全体的に校舎について

改修をしていく。また、②今校舎はかなり段差が激しい部分がありますので、

バリアフリー化ということで段差を解消したり、エレベーターを設置してい

く。③小人数対応教室ということで、こうした小人数対応の授業を増やして

いきたいというふうに考えておりますので、そうしたことができるような教

室をきちんと設置したいと。④アクティブラーニングルームの整備というこ

とで、先ほどのパンフレットにもありました課題発見・解決型学習、こうし

たものを行っていく際に、学習の内容に応じて集団でのグループ学習であっ

たり、いろいろな相談、検討がフレキシブルにできるような、そうした多目

的教室を設置したいというふうに考えております。また、⑤番でございます

けれども、前期課程は中学校段階ですので給食がございますが、今は合同給

食を行っているんですけれども、生徒数が増えることから、この場所ではち

ょっと給食が皆さんで合同で食べられないということになりますので、各教

室で給食を今度は喫食していただくことになります。そのための設備を整備

すると。 

  また、このほか校舎改修が終わりましたらグラウンド整備、またＧＩＧＡ

スクール構想、進んでおりますので、魅力的なＩＣＴ環境整備、こうしたも

のも進めていきたいというふうに考えております。 

  ３のスケジュールでございますが、２月２６日にこのパンフレットを基に

中等教育学校に関する説明動画の配信をユーチューブ上にさせていただいて

おりまして、これはどなたでも視聴可能というふうに今なっております。 

  また、４月下旬には、中等教育学校の基本計画、本日お話ししましたよう

な内容、皆様のご意見も踏まえまして、基本計画のほうを決定させていただ

き、それを基に５月以降、入学希望者を対象とした学校説明会だったり、今

の在校生の保護者へご説明、また地域住民に向けた説明というものも順次進

めていきたいというふうに考えております。 

  説明のほうは以上でございますが、皆様からの忌憚のないご意見をいただ
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ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○貞広会長  ありがとうございます。 

  それでは、中等教育学校の設置について、皆様との意見交換に入りたいと

思います。本日の中心となる議題でございますので、ぜひ皆様から多くの意

見を頂戴したいと思っております。 

  事務局からのご説明にもありましたとおり、特に２点、１点目は目指す学

校像や育成する生徒像を具現化するためにはどのような取組が考えられるの

か、２つ目といたしましては、その他新しい中等教育学校をすばらしいもの

とするための様々な視点からのご意見をいただきたいということです。 

  それでは、ご意見、ご質問がありましたら、机上の名札を立てていただき

ますようよろしくお願いいたします。少し情報が多いので、時間かかるか。 

  江藤委員、ではお願いいたします。 

○江藤委員  ありがとうございます。 

  まず最初に、ちょっと私があまり知識がなくて、よろしければ教えていた

だきたいんですけれども、今、全国でこういうふうな中等教育学校というの

がどのぐらいあって、教育カリキュラムとしてグローバルとか国際色豊かな

カリキュラムにしていこうみたいな学校がどのぐらいあるのかというのは、

もし分かれば教えていただきたいなと。何かモデルにした学校像みたいなも

のがあって、これが出てきているのかというところがあれば、教えていただ

ければなと思っております。 

  あと、例えば、何かこれ、恐らくこのコンセプトというのは、ちょっと要

望なので今後検討で、そういうこともあるのではないかというふうに聞いて

いただければいいんですけれども、コロナの前であれば、この考え方って結

構新しいなという感じだったと思うんですけれども、コロナになってしまっ

て、オンラインだとか、例えば今、海外の大学にもう日本からオンラインで

留学もできるというのが当たり前になってきた時代の中で、グローバルって、

そもそも国際感覚とかグローバルってもはや何みたいな、日本にいてもでき

るじゃないというふうな感じだと思うんですけれども、じゃ、もちろん体験

するということもやっぱりすごく大事なことで、かけがえのない経験だとは

思うけれども、発想がもう少し、せっかくつくるので、もう一つ上という。 

  例えば台湾のオードリー・タンみたいな人を育成するんだみたいなイメー

ジで、例えば、じゃこの中にあまり書かれていないんですけれども、グロー

バルとか国際的とか書いてあるんですが、多様性みたいなことは実はあまり

書かれていなくて、でも多様性にはいろいろあって、グローバル、国際とい

うだけではなく、例えばじゃＬＧＢＴみたいな、そういうことってどうする

の。これ体育が出てきて、トイレは男女別、体育は男女別とかみたいな話に

なると、何か今後の中ではもう少し、どうせやるならもう少し飛び抜けませ

んかみたいなのが私の意見でございます。 

  ちょっとそれは無理でしょうと言うかもしれないですけれども、一応、せ
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っかくやるなら突き抜けませんかという、最後なのでちょっと言わせていた

だきました。ありがとうございます。 

○貞広会長  委員の方々、うなずきながら聞いている方もいらっしゃいまし

たので、意見を一にする方もいらっしゃるかと思う。今、数調べていらっし

ゃるんだと思うので、大丈夫ですか。 

  では、お願いします。 

○片見教育改革推進課長  ご意見ありがとうございます。 

  数ですけれども、今、中等教育学校は全国で５４校ということになってい

て、そのうち公立が３２校で、千葉県内には公立の中等教育学校はなくて、

私立の中等教育学校は１校あるというような状況でございます。 

  非常に今回お話しさせていただいたような内容と似ているようなことをや

っているところといいますと、東京都の立川国際中等教育学校というところ

が、やはり国際色を出して、幅広い教養だったりグローバルリーダー、そう

いったものを目指して教育を行っていると。我々も視察等に行かせていただ

きました。 

  委員がおっしゃるとおり、飛び抜けたというところで、我々も何かこう、

何かしら新しい中等教育学校として新しい取組というのができればというふ

うに思っておりまして、委員のご意見も参考にさせていただきたいと思いま

すし、そのほかの皆様におかれましても、そういった飛び抜けたご意見もぜ

ひいただければと思います。よろしくお願いします。 

○貞広会長  では、保坂委員、お願いいたします。マイクが。 

○保坂委員  関連した質問になるかと思うので、ここで挟ませていただきま

す。中等教育学校が、それだけ今全国的にあるということはそうだろうなと

思うんですが、後期課程に単位制導入、中等教育学校の中の後期課程に単位

制導入というのは、珍しいなと思っているんですけれども、ここはどうなん

ですかね。さっきの３４校のうち中等教育学校の後期課程に対して導入して

いるところはどれくらいあるのでしょうか。 

○貞広会長  お願いいたします。 

○片見教育改革推進課長  全体的な数は分からないんですけれども、さいた

ま市の大宮国際中等教育学校のほうが後期課程を単位制にしているというよ

うなことで、我々も視察に行かせていただきました。 

○貞広会長  ほかはいかがでしょうか。 

  では、阿部委員、お願いいたします。 

○阿部委員  ちょっと抽象的な意見だとは思うんですけれども、参考になれ

ばと思いまして、お伝えさせていただきます。 

  プラスワン、もう一つ新しいものというご意見ありましたけれども、私も

そのようには感じるんですが、いろいろ様々、ここ数年でやはり半歩いろん

な教育がいろいろ生まれてきているかなという気がしまして、例えばリーダ

ーシップ教育をちゃんとやろうという流れがあったりですとか、ＩＣＴが浸
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透していることによってデジタルシチズンシップみたいな概念が出てきてい

たりですとか、少し前からアントレプレナーのようなものがあったりですと

か、いろんなものがありますので、どういう議論でプラスワンが可能になっ

ていくか分からないんですけれども、何か幅広く検討されていったら、全部

はできないと思うので、できる範囲で何か１つずつやっていくということが

あってもよいのかなと。 

  これからをつくるので、今まさに生まれつつある教育モデルみたいなもの

をもう少し検討されてもいいのかなというのが１点あります。 

  私が一つ思うのは、千葉市にありますので、やはり地域連携というか、地

域の人材と連携したキャリア教育ですとか、そういうのを本当に実のある形

でつくっていくみたいなことがあってもいいのかなと思ったりはしておりま

す。 

  例えばそういうときに、何か通常、外部との連携というと短時間で終わっ

ちゃったりすると思うんですけれども、立地を生かして長期的な関わりが可

能になっていくとか、例えばそういうゆとりある関わりがつくれると、クリ

エーティブなものも生まれてきたりとかすると思うんですね。何かこう、大

人の雑談の中からいいことが出たり    思ったので、何かそういう、新

しいものをつくるときに、よいものをしっかりつくろうと思うと前のめりに

なってしまうと思うんですけれども、逆にゆとりある、じっくり体験できる、

余裕をちゃんと生み出しているとか、そういうようなアイデアもあるのかな

ということを考えております。 

  関連すると、まとまりなくて申し訳ないんですが、プラスワンを考えよう

と思うと、いろんなスキル、どういうスキルを身につけようかという議論に

なると思うんですね。英語力とかコミュニケーション力、スキルのほうに目

が行きがちだとは思うんです。それも別に間違いではないです、重要だと思

うんですけれども、必要なスキルって多分時代によって変わっていくと思い

ますので、スキルだけじゃなくて、物のマインドセットみたいな、物の考え

方みたいなものをじっくり養えるみたいな発想があってもいいのかなみたい

なふうには思います。スキルを推しているところが多いんじゃないのかなと

思いますので、違う戦略ということであるかなというふうに思っております。 

  ちょっとすみません、長くなって申し訳ないんですが、あとは、やはりい

ろんなプログラムや理念を決めると、大人の側からの発想になってしまうと

思うんですけれども、生徒さん中心に何か教育実践を生み出していくような

余地や余裕みたいなものを残しておけるといいのかなというふうに思ってお

ります。今想定してつくったものを、子どもたち自身が新しいものにつくり

変えていくように、呼びたい人を呼べるとか、そういうことがあってもいい

のかなというふうに思っております。幅広い授業モデルとかがあってもいい

のかなということがあります。 

  だから、教員の側も、教員の側にチャレンジする余地があったらいいなと
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いうふうに思うんですけれども、これを決めてこれをやると決まっているん

じゃなくて、大学の研究者のような     のような教材研究ですとか研

究の仕方が豊富にあって、予算もあって、やりたい授業をやれるような、ク

リエーティブさを発揮するための余地みたいなものをうまくデザインすると

いうことがあるといいなというふうに思っております。 

  すみません、まとまらず抽象的なんですけれども、以上になります。 

○貞広会長  ありがとうございます。 

  特に今、最後の教育クリエーティビティーの部分は、教員籍の方々はああ、

そういう学校で働いてみたいと思っていらして、ぜひ予算もつけてと思って

いらっしゃるのではないかと思いますが。 

  では、小池委員、お願いいたします。 

○小池委員  このパンフレット、大変よくできているなというふうに思いま

した。あわせて、動画も拝見させていただきましたけれども、大変分かりや

すい動画になっているというふうに思いました。 

  ただ、ちょっと気になるというか、保護者の立場で考えてみたときに、保

護者は恐らく６年間同じ学校に入れるということを考えると、この学校でう

ちの子はどんなふうに成長していくんだろうかと、どんなふうな人間になっ

ていくんだろうかという、そちらをすごく気にするんじゃないかなというふ

うに思うんですね。どうしても狭い意味でというか、学力の面でこういう教

育をやっていきますよ、こういう教育をやっていきますよという打ち出し方

になるんですけれども、人格形成というか、６年間同じ学校でずっと中学校

から高校までいく間にどんなものを人間として身につけていけるんだろうか

ということが、やっぱり気になるんじゃないかなという気がするんですね。 

  そうすると、例えばこの書いてある中に、６年間で６年の異学年との交流

というふうに書いてありますけれども、異学年との交流だけじゃなくて、や

っぱり６年間いることで例えば体験活動を積み重ねていくことによる発展と

か発達とか、そういうこともあるでしょう。そうすると、例えば充実した特

別活動、例えば行事、体育的行事とか文化的な行事だとかなんかを６年間積

み上げていくことによって、子どもたちはこんなふうに成長するんだという

ようなアピールの仕方をしていただけると、何かすごく保護者としては、あ

あそうなんだ、人間としてこんなふうに大きく成長できる６年間になるんだ

なという気持ちにもなるんじゃないかと思うんですね。 

  もちろん、こういう新しい教育を受けられるというメリットは十分感じつ

つ、恐らく不安になるとすればそんなところだろうというふうな気がするの

で、ぜひ特別活動あたりに焦点を当てた、こういういい活動ができますよと

いうようなアピールの仕方をしていただけるといいかなというふうに思いま

した。 

  以上です。 

○貞広会長  ありがとうございます。 
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  では、野口委員、お願いいたします。 

○野口委員  すみません、単純な意見で申し訳ないんですが、ちょっと私、

知識不足で中等教育学校という言葉さえ知らなかったんですけれども、何か

古くさくないですかね。戦時中のような中等教育学校。そういう言葉がある

んならそれでもいいんですけれども、せめて校名だけ、目指す教育であるグ

ローバルリーダーを育成できるような校名にしたらどうかななんていうのが

感じたところでございます。 

○貞広会長  ありがとうございました。 

  片見さん、可能なんですか。 

○片見教育改革推進課長  ありがとうございます。 

  学校名につきましては、条例でもう決まってしまいました。中等教育学校、

古くさい、実は法律で中等教育学校という名前も決まってしまっておりまし

て、すみません、もう少し早くご意見をいただければと思いますけれども、

ただ、中身としましては、まさにグローバル色というところで大体今のご意

見を踏まえてやっていきたいというふうに思っております。ありがとうござ

います。 

○貞広会長  ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  では、清水委員、お願いいたします。 

○清水委員  来年開校ということで、非常に楽しみにしております。元来、

日本人ってすごく勤勉で、学生もそうですけれども、インプットする能力っ

て非常に高いと思っています。座学でそこを吸収してある一定のレベルまで

いくのは強いと思っているんですけれども、やっぱりそれも元来日本人の気

質というか、アウトプットを苦手と。多様性を担保するんであれば、おのお

のが自分の個性とか特徴とか特性を心理的安全性が担保されている中で思う

存分発揮できるということが、やっぱり今後すごく問われてくると思います

し、学校にそういう心理的安全性がちゃんと確保されていると、どんなこと

も発信できるし、そこで自分自身を確立していけるということにおいては、

６年間ってすごく大事だと思います。 

  今、ユーチューブでも何でもそうですけれども、一人一人がいろんなもの

を情報発信していける時代になっていますので、一番感受性が豊かで学習意

欲が高いやっぱりその６年間で発信する力ですよね。そのグローバルレベル、

世界レベルで発信できる力というものも、ぜひ何か育めるような環境がある

といいかななんていうふうに思いました。いずれにしても非常に期待してい

ます。 

○貞広会長  ありがとうございます。 

  では続いて、奥山委員、お願いいたします。 

○奥山委員  それでは、よろしくお願いします。 

  私、私事になりますが、稲毛高校には教員として９年間勤務しました。そ
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の間、国際教養科１期生のクラス担任を３年間務めました。その後、校長と

して２年間勤務させていただきました。その際には附属中１期生を第１回海

外研修でオーストラリアへ引率するなど、個人的にとても思い入れのある学

校です。 

先ほどの「プラス１」の発想はとても面白いと思いますが、私の場合はこ

のような背景があるため、どうしても現実的な発想になってしまい申し訳な

いのですが、学校設定科目などで対応するという学校の裁量に任せてもいい

のではないかとも思います。 

  また、学校像や育成する生徒像については、アドミッション・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー等を明確に打ち出すのも一

案ではないかと考えます。 

  海外留学については、本校ではコロナ禍で、短期・長期いずれの留学も実

施出来ない状況です。今後このような状況になった時でも持続できる取組に

ついても検討しておく必要があるのではないかと考えます。稲毛高校は、千

葉市の湾岸地域という好立地ですので、活用できる人材も豊富だと思います。

具体的には、日本人学校の勤務経験者、JICA や NPO ボランティア、さらに千

葉大、敬愛大、神田外大等の留学生といった人材を定期的に学校に招くなど

カリキュラムに入れていけたら、コロナ禍のような予期せぬ状況でも国際化

の歩みを止めない手立てが確保できるのではないかと思います。 

  なお、中等教育学校への移行に当たっては、高校入試がないことから、ゆ

とりをもって、６年間一貫した教育ができる一方、その状況をセルフコント

ロールできずに、中だるみ状態になってしまう生徒も出てくる可能性は否定

できないと思っています。さらに、入学者は、小学校６年生の段階で判断す

るので、あまり方向性を決めすぎてしまうのも生徒募集において苦労するこ

ともあるので、ある程度の幅の広さは必要ではないかと思います。 

  私からは以上です。 

○貞広会長  ありがとうございます。 

  では、青木委員、どうぞ。 

○青木委員   

  県で初めて創設されるということで、大変すばらしいと思っております。 

  具体的なお話はあまりできませんが、例えばこのパンフレットを見ただけ

でも大変魅力を感じますし、ぜひとも行かせたいと思う保護者は大変多いと

思います。ただ、子どもたちが行きたいのかどうかというところです。中高

一貫校ですので小学６年生が対象になるかと思います。私、娘が来年高校受

験なのですが、先輩ママから、「青木さん、受験は子どもが行きたいところ

に行くのが一番よ」と。それを聞いて、それ以外にあるのかなというふうに

思いましたが、特に中学に上がるというところですと、子どもの意思という

よりも保護者の意思がやはり強く出るのかなと。ただ、やはり大変すばらし

い取組ですばらしい学校になることは間違いないと思いますので、そのこと
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を小学生が知った上で、こういったところで学んでみたいとか、そういった

夢を持ってこの学校に向かえるような、小学校のうちから児童に対して働き

かけがあるといいのかなと思いました。 

  魅力のある学校というと、やはり教員が非常に重要になってくると思いま

す。小学校でも先生方お一人お一人がやはり子どもたちに伝えたいものがあ

り、自分がこれを子どもたちに分かってほしい、身につけてほしいという強

い思いを授業に乗せる。そうすると、本当に子どもたちにすっと入っていく

というのがありますので、先生方が子どもたちに何を伝えたいか、目的など

を、研修等になるのかなと思いますが取り組んでいただきたいです。こうい

ったグローバルですとかリーダーなどに見合った教育をできる教員育成にも

期待しています。 

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ではほかに。  

  では、金子委員、お願いいたします。  

○金子委員  多分取り留めのない話になると思います。          

この学校のできるということに私は賛成でうれしく思います。 6 年間同じ学

校にいるというのは非常にいいことだと思います。それというのは私の体験

なのですが、旧制の県立の中学校に入った途端に新制中学ができまして、あ

とはずっと入ってこないで同じ学校に 6 年間いたということがありました。  

 ですから、先生も友達もなくみんな友達になってしまいました。今から考え

てみたら、かなり優秀な奴が出てきて、後々社会的にいい傾向だったと思っ

ています。私などは大したことはありませんが。そういうことで 6 年間は本

当はいいと思うのですが、実は心配をしているところがないではありません。

一番最初の学校に入るのは、いわゆる付属中として始まる 4 クラスの 1 年生

からで、毎年 4 クラスずつ増えていきます。そうすると、ここの教育を受け

ていない子どもたちが加わってくることになりますから、すっと溶け込めて

いくかということです。昔、中学高校の時の経験から余分なことを言いまし

たが、この融和の問題をぜひうまくやっていただければいいと思います。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ほかにご意見いかがでしょうか。重ねてということでも結構ですが。  

  保坂委員、お願いします。  

○保坂委員  今のご意見にちょっと重なる部分がある、私は懸念をお話をさ

せていただきます。既に現在の稲毛高校と付属の中学というのは、附属中学

校から高校に行くときの進学・進級の基準を内々に持っておられる。  

つまり学力の問題と欠席の問題で進学できない生徒がいあると思うんです。

高校は高校で進級が査定がありますので、学力の問題と出席の問題で原級留

置、いわゆる留年というルールを持っていると思うんですね。  

  それを、今度中等教育学校に変わるときに、そのまま持ってくるのは難し

い。恐らく今後見直すことになる。  
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実際に適用されるケースはごくまれで、例えば１期生で入ってきた１６０

人の中に、長欠、いわゆる不登校が出る可能性がある。それが出てから後づ

けでルールを考えると、混乱する。やはり事前にそういう場合どうするのか。

これが中等教育学校では、進学ではない。中学から高校へは進級になるので、

多分とても難しい問題をはらんでいる。  

多分３４校の事例をお調べになることになると思うんです。そのときに、

もう一つここが珍しいのは、後期課程が単位制、恐らく無学年制になる。異

学年交流を進めるわけですから、無学年制の単位制を後期課程に導入すると

いうことは、そこへの進級・進学はもっと難しい問題をはらむ。  

  要するに、新しくできた中等教育学校の中における進級問題というのを事

前にある程度考えておかれたほうがいいんじゃないかなというのが私の懸念

です。こうした問題はないにこしたことはないんですが、やはりどうしても

出る。そのときに、現状は調査がないので私も分からないんですが、相当い

ろんな状態が現実には行われているということじゃないかなと思うんです。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  お答えについてはまとめて最後にお願いしたいと思います。  

  清水委員、上げていらっしゃいますか。  

○清水委員  すみません、失礼しました。  

○貞広会長  ほかにいらっしゃいますでしょうか。  

  では、保坂委員、どうぞ。  

○保坂委員  もちろん内容的にいろいろ新しい試みというのはこれからも検

討されると思うんですけれども、意外と中等教育学校、古くは私立の中高一

貫、本当は中学と高校、別の学校なんですけれども、中高一貫と言われた時

代からあまり議論されていないのが、中高一貫６年間をつくった場合に、そ

の６年間の担任制度をどうするかというのが全く議論されていないんですね。  

  私の知る限りでは、面白いことに、６年間主要教科の担任が持ち上がると

いう学校がある一方で、中学は中学で担任を回す、高校は高校で担任を回す

という全然違う形が行われている。これはどちらがいいということではない

と思います。新しくできて１期生の担任は持ち上がっていくのか。中学の持

ち上がりをやれば、高校まで３年以上持ち上がれる。公立なので、先生の異

動をあまり頻繁にしてしまうとできないわけですけれども、これも事前にあ

る程度研修等で、一体どういう担任制度を６年間組むのか。これは内容では

なくて枠組みの問題なんですが、意外と検討されないので、ぜひ検討してい

ただいて、例えばですけれども、稲毛は６年間持ち上がりの担任制度でいき

ますというのは、非常に画期的なんじゃないかなと思います。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ほかにいかがでしょうか。  

  では、ちょっとひとまずここまでで、もし事務局のほうでご回答や検討の

状況などのご報告ありましたらお願いいたします。  
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○片見教育改革推進課長  様々なご意見、ありがとうございました。  

  特別活動のところで頑張って充実した体験活動などをというような部分だ

ったり、インプットだけじゃなくてアウトプット、そうしたところを伸ばす

べきとか、あとアドミッションポリシー等々を定めた上、また学校設定科目、

また地の利を利用していろいろな国際的な観点などでいろいろな資源を、千

葉市の資源を活用できるんじゃないか。そうしたことは、本当にそのとおり

だと思っておりまして、そうしたことで、子どもたちの意見を取り入れてと

いうお話もありました。  

  まず令和４年からスタートということになりますので、その時点で６年間

のカリキュラムといいますか、そうしたところは我々まずはつくっていくこ

とになるんですけれども、やはり実際に開校してみても、子どもたちが入学

して先生たちが教育をしてみて、そこで分かることというものあると思いま

すので、そうした中でさらに取り組みをブラッシュアップしていく。もっと

こうしたほうがいいんじゃないか、そうしたことを先生方、それから生徒に

もいろいろ意見を聞きながら、質をどんどん高めていくというような取組と

いう、そういうような方向性でいろいろ検討していくということも大事なの

かなというふうに思いました。  

  また、小学校のうちから、親だけじゃなくて小学生にもアピールをという

ようなことにつきましても、このパンフレットのほうは各家庭に配らせてい

ただいておりまして、説明会のほうも、保護者の方だけじゃなくて、お子さ

んも一緒に来ていただけるような説明会を開催したいというふうに思ってお

りますので、そうした中でお子さんにも分かりやすい説明をして、内容をし

っかり分かった上でお子さんが来たいというふうに思っていただけるような

学校をつくっていきたいというふうに思っております。  

  進学の基準につきましては、おっしゃるとおりで、あまり考えられていな

かった視点ですので、しっかり考えたいと思っております。  

  ６年間の担任制度をどうするかでございますけれども、これもまだ今後検

討にはなろうかと思いますが、やはり中等教育学校をつくるということであ

れば、目指すべきところは同じ先生が６年間持つというのを基本にして考え

ていくのかなというふうには思っております。ただ、やはり実際今は中学校

を主に教育活動をされている先生、高校を主に教育活動をされている先生、

それぞれ基本的には分かれておりますので、そこをどう中の先生、高の部分、

高の先生、中の部分も含めての高い教育をしていただけるようになるのか、

ちょっと長期的になってしまうかもしれませんが、そうした先生方を、育成

ということではないんですけれども、研修等して、先生方の質も高めていっ

て、最終的にはそうした６年ずっと担任をしていくということもできるよう

にしていきたいなというふうには思っております。  

  大体すみません、今のところ、あとどうしてもやはり稲毛、今は進学実績

もありますので、入学を希望される方というのは、そうしたところも魅力的
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に感じて希望していただくことになるのかなと思います。ですので、そうし

た視点もやはり重要視はしていかなければいけないというふうには思ってお

りますが、まさに人格的な面でそれぞれの児童生徒が自分がどういった人間

になりたいのかというのをしっかり考えて、この６年間の中で自分が将来何

になりたいのかというところの夢を、具体的にというのは難しいかもしれま

せんけれども、そうしたことをしっかり６年間の中で自分なりに考えられる

ような、そうしたような、そうしたような教育を行っていきたいというふう

にも思っております。  

  いろいろご意見ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。  

○貞広会長  今のお答えを受けてさらにご意見ありましたら、では黒川委員、

お願いいたします。  

○黒川委員  黒川です。よろしくお願いいたします。  

青木委員の発言にあったと思うのですが、中等教育学校に入学させたいと、

保護者の関心がすごく強くて、お子さんは親が入学出来たらいいよと言って

いるからチャレンジしようというスタートではないかと思います。それが小

学校６年生の姿だろうと思うのです。  

  パンフレットを見たら、光り輝く文言、キーワードがいっぱい並んでいて、

小学生の立場で考えると、全く英語なんて分からないけれども、全て英語で

しか話してくれない先生の授業なんて分かるのだろうかといった不安もあっ

たりすると思うので、実際教育活動が始まっていけば、当然学校の先生方が

お考えになることだと思うのですが、具体的に生徒像に照らしたときに、ど

のような取組が考えられるのかといえば、帰国子女のような子たちは当然、

学校を引っ張っていってくれると思うのですが、一方で、多分毎日毎日英語

漬けみたいなイメージの学校教育の中で、その学びがつまらなくなってしま

ったら、この６年間が物すごく苦痛な６年間に変わってしまいますので、ど

うやってそのついていけない、オールイングリッシュの授業に違和感を持つ

であろう子どもたちをどのようにフォローアップしていくのかが、教育課程

の中では大切になる学校になっていくのだろうと思います。  

  うちの子は絶対に全て英語での授業にはついていけないと思うのですが、

学校にお預けしてもいいですよねというような保護者の方々に対しても、大

丈夫ですよ、うちの学校に入って一緒に学ぶ、そういう機会が得られたなら

ば、６年後にはこのような成長が見られますよ、お子さんを一緒に支えてい

きますよという先生方のお声かけがあると思いますので、そのフォローアッ

プ指導というのでしょうか、そうした点が説明会その他でも可視化されてい

くとは思うのですが、そうしたことも子どもの不安を払拭させるには必要に

なる視点かなと思いましたので、意見を述べさせていただきました。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  この点について、西村委員と江波戸委員、もしご意見ありましたら、いか

がですか。特にありませんということでしたら、それでも結構です。  
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  では、まず西村委員、どうぞ。  

○西村委員  すみません、西村でございます。  

  中等教育学校のこの資料は、資料が私どもの家に来て初めて知った状況で、

すみません、全くこういうものに関心がないというよりも、ちょっと１つだ

け、これは義務教育になるんですか。すみません。中学校のほうは義務教育

ということであると、教師の方は今の公立の小学校の先生が自動的に年数ご

とに巡回されていると言ったら失礼な言い方かもしれないけれども、順番に

こう、ということで理解してよろしいでしょうか。  

○貞広会長  お願いいたします。  

○片見教育改革推進課長  ありがとうございます。基本的にそのとおりでご

ざいまして、中学校段階、前期課程は義務教育になります。後期課程も含め

て６年間で、今千葉市では千葉市の採用の教員もおりますし、あと県のほう

から県採用の教員の方にもご協力いただいて、人事交流等をしておりますの

で、そうした中で、基本的にはほかの中学校と一緒に先生が人事異動してい

くというような形になってくるかなと思います。  

○西村委員  続けてもよろしいですか。  

○貞広会長  どうぞ。  

○西村委員  ということは、先ほどから皆様、委員の方々からお話ありまし

たように、確かに６年間一貫性、これ関西のほうにもあるんですよね。私立

はすごく多いんです。結局その私立の６年間でやっぱり１割ぐらいはどうし

てもなじめないというかと、この場合、すみません、公立学校なので、高校

は県立になるんですか。ごめんなさい、高校も市立になるんですよね。そう

すると、中学３年生、１年生から６年生までということで、３年生で先ほど

のお話だと段階を経ていって、前期終わった時点で、さっき保坂委員からの

お話があったのとちょっと重複しちゃうんですけれども、やっぱり外に出る

ことも可能なんですか。  

○貞広会長  どうぞ、お願いいたします。  

○西村委員  すみません、具体的過ぎて。  

○片見教育改革推進課長  制度的にはもちろん可能ではあるんですけれども、

ただ、学校としては６年一貫でやる学校ですので、基本的に６年間この学校

で学んでいただきたいという前提でカリキュラム等々を設定しております。  

○西村委員  すみません、そうなると、ついていけなかったり、もっと水準

の、レベルがもっとスキルが上の子もいますよね、正直。そうすると、外に

受験したいというのは、それは一応バックアップはしていただけるわけです

ね。  

  というのは、すみません、もう来年受験になるんですよね。すみません、

先ほど奥山委員からも発言がありましたように、インターナショナル、それ

からＪＩＣＡ、すみません、そういうのが周りに全部ある地域に今私おりま

す。交流があるかといったらないです。私たちのほうからも持ちかけていま



23 
 

すけれども、校長先生、教頭先生も全部うちのところに住んでいらっしゃい

ます。でもなかなかやっぱり交流は持ちづらいです、公立小学校とインター

ナショナルの。確かに英語づくめです。でも英語づくめは、はっきり言って

キンダーからなんですよ。だから、そこに入りたいがためにもう赤ちゃんの

ときからという形で英語でずっと暮らされている方はいいんですけれども、

突然、確かにグローバル、グローバルと言っているんですけれども、全員が

グローバルになるはずも、ならなくてもいいかな。教員の方たちはグローバ

ルなんですか。すみません、ちょっとそれだけが気になって。あまりにもグ

ローバルという言葉が先行して、どうなのかなと。  

○貞広会長  最後、一番手厳しいご質問だったかもしれません。  

○片見教育改革推進課長  

  まずは、前期課程終わった段階で外にということなんですけれども、なか

なか難しいんですが、あくまで私どもはやはり６年間この学校で学んでいた

だきたいというような思いではやろうと思っておりまして、前期課程終わる

と、もちろん成績としてはいい子、悪い子というのは出てくると思います。

ただ、いずれの子どもたちにも寄り添って、それぞれの子どもたちに最適な

教育を行うことができるよう、できる限り努力していくというような形でや

っていきたいというふうには思います。  

  また、交流につきましては、今なかなかできていない面もあるかもしれま

せんが、新しい学校ということで、いろいろな可能性を検討していきたいと

いうふうに思っております。  

  先生方がグローバルかどうかというのは、やはり市立の先生方の中での人

事異動にはなってきてしまうんですけれども、やはりその中でも国際的な分

野で意欲のある先生だったり能力のある先生という方がいらっしゃると思い

ますので、そうした方々を積極的に登用していくということだったり、先生

方の研修等々でそういった面を今後も、今もやっていますし、今後もやって

いくことになると思いますので、そういった中で先生たちの資質能力を高め

ていくという、そういうようなことで先生方のグローバルってどこまででき

るかあれですけれども、できる限りのことをしていきたいというふうに思っ

ております。  

○貞広会長  よろしいでしょうか。  

  江波戸委員、いかがですか。  

  ありがとうございます。すみません、無理無理ご指名申し上げまして。  

○江波戸委員  今、たくさん意見を聞いていて、とても勉強になりました。  

  この資料を見ていて、どうしてもやっぱり子どもが見たら何も分からない

状況だと思うんですね。なので、スケジュール等書かれておりますが、その

中で学校説明会、こちらのほうにお子さんもというか、お話あったので、子

どもにとても分かりやすくお話しいただければと思います。  

  多分、普通の親が見てもこれ結構難しいので、分かりやすくご説明いただ
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ければと思います。よろしくお願いします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、保坂委員、小池委員、それぞれどうぞ。その順番でお願いいたしま

す。  

○保坂委員  今の西村委員のご意見を聞いて、先ほど私が言った懸念を重ね

ます。進級できない場合を想定しましたけれども、優秀で出る場合も当然あ

るわけですよね。義務教育ですから、やっぱり中学の修了段階で証明書を出

す。  

出るのは自由なので、中学の段階で４０人取った子が、全員４年生になる

というのは想定しないほうがいいんじゃないかなと私は思っています、これ

はいろんな意味でです。  

  そうすると、高校の入学段階の選抜を行わないと、実は高校の４０人、定

員割れる場合が出てくる。その場合どうするかは考えたほうがよい。  

やはり定員までは、転校・転入を入れるべきだと私は思います。日本の高

校全てがこの転入・転学に対して冷たい。転居しか認めないというのは、本

当はおかしいと思いますので、千葉市立、公立なわけですから、定員が４０

を割っていた場合には、その定員までの転入試験というのは当然実施すべき

だと思います。  

  それともう一つ、こちらのほうが委員の発言を踏まえてなんですが、やは

り保護者説明会は相当いろんな質問が出る。そのときに、６年一貫というの

を強調しちゃうと、６年間面倒見ますと伝わるんですよね。そういうふうに

言うわけですから。それが先ほどの、いや実は学力がないと４年には上がれ

ませんとか、長期欠席の場合には４年には上がれませんと後から保護者に説

明すると混乱を招いて、実際にいろんな事件が起きている。  

  やっぱりそれは最初からある程度想定しておく。最初の説明会でそこまで

言うということはないんですけれども、やっぱり６年間を強調すればするほ

ど、保護者には何があっても６年間面倒見てもらえるという幻想を与えるこ

とは間違いないと思います。  

○貞広会長  小池委員、お願いいたします。マイクを回していただけますか。  

○小池委員  開設準備ということですね。先ほど教員の研修も既に行われて

いるというように伺いましたけれども、百聞は一見にしかずということもあ

ると思うんですね。ですから、新しい中等教育学校になったときに、そこに

いそうな先生というか、人事上の問題でいろいろあると思うんですけれども、

そういった先生方になるべく多く、ほかの中等教育学校の様子を見てくるよ

うな準備をしていただけると、大変いいかなというふうに思います。  

  教育委員会の方はもう既に何校か回られていると思うんですけれども、短

い期間でもいいですが、できれば１週間とか１０日とか少し長い期間、その

学校にいさせてもらって、中等教育学校ではどんな動きをしているのか。子

どもたちの動きであるとか、それからいろんなノウハウとかがあるんじゃな
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いかと思うんですね。そういったものを吸収してきて、そういったいいとこ

ろを、お互いにとって不安をなくしながらスタートできるといいなと、教員

の戸惑いも少ないんじゃないかなと。附属中の経験はあると思いますが、や

っぱり中等教育学校となると、ちょっと別かなという気がするので、ぜひ検

討していただければというふうに思います。  

○貞広会長  ご要望ということで承ってよろしいでしょうか。  

  では教育長、どうぞ。  

○磯野教育長  今の小池委員の指摘はもっともで、うちでも、小池先生も知

っていると思うんですけれども、今までは、校長先生になると必ず県外研修

へ行けるとか、教頭先生が県外研修に行くというのが千葉市のあれだったん

ですけれども、私どもは人材育成を兼ねて来年、今年はコロナでできなかっ

たんですけれども、その研修を今変えています。校長先生も限られた方、教

頭先生も限られた方。特に私たちは、若い先生の人材育成という観点で、そ

ういう県外とかなんかに研修に行く体制を今年決めて、校長会とも話し合っ

ていますので、今のシステムについてはここを使って何々の所属学校の人材

育成について、また教育の指針が学べるようにしていきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  おおむね皆さんからご意見をいただいたところでございます。今後に向け

て貴重なご意見を頂戴しました。  

  あまり会長は意見を言っちゃいけないんですけれども、ちょっと最後に一

言だけ、期待値が大きいゆえにということなんですが、私も江藤委員、阿部

委員同様に、ちょっとまだ一皮むけていないんじゃないかという気がします。

というのは、例えば、ちょっと神は細部に宿った、ここら辺にまだ残ってい

ると思うんですけれども、今日の資料２－１を見ますと、国際教育の最終的

な到達点が英検の順位と言われているのが、どうなんだろうと思うんです。  

  自らが主体となって社会的課題を解決できるようなグローバルな人材の育

成ということであれば、例えば中学校というか前期課程の  １・２年生ぐ らい

であれば、自己紹介や地域の紹介のエッセイを英語で書けるようになる。最

終的に後期の６年生になると社会的課題の解決やどのように関わっていくか

ということを自分でエッセイが英語で書けるとか、何かそういう到達点なん

じゃないかと思うんですよね。  

  これは大学入試にも大変責任がありまして、それが最後にあってしまうの

で、こういう設定の仕方なんだと思うんですけれども、何かこれだとちょっ

と、ん、グローバルという感じだと思うので、やはりコロナ禍で教育の改革

が１０年１５年前倒しになったというふうに考えられています。恐らく去年

の段階だとこれでよかったのかもしれないんですけれども、もう一つステー

ジを上がっていただきたいという期待値が高いがゆえの意見を最後に言わせ

ていただきました。お時間いただきまして、ありがとうございます。  
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  では、皆様方からいただきました貴重なご意見を事務局におかれましては

ご参考にされて、中等教育学校の設置についての検討を進めていただければ

と思います。皆様、どうもありがとうございました。  

  それでは続きまして、報告にまいります。  

  千葉市学校教育推進計画について、事務局からご説明をお願いいたします。  

○片見教育改革推進課長  引き続きまして、教育改革推進課長からご説明さ

せていただきます。  

  前回の審議会で、次期学校教育推進計画の策定に関しまして、様々なご意

見をいただきましてありがとうございました。本日は、これらのご意見につ

きまして我々のほうでまとめさせていただき、その我々の考え方というもの

を書かせていただいた資料３を作成させていただきましたので、時間の関係

もありますので、幾つかピックアップして少し触れさせていただければとい

うふうに思います。  

  まず、２つ目、策定スケジュールというところでございますが、我々の案

では、現行の計画を１年延長して、次期計画については令和５年からスター

トしたいというようなお話をさせていただいたところ、２年から３年延長し

て、しっかり国や市の計画を参酌したり、生涯学習推進計画との一本化、ま

た学校現場の改革疲れという状況もあるので、少しゆっくり検討してはどう

かというご意見をいただきました。  

  教育委員会内でしっかり検討させていただきましたが、ちょっとここにつ

いては学校教育を取り巻く状況が目まぐるしく変わる中で、二、三年、今と

同じ計画でいきますというのもなかなか難しいところがあろうかなと思いま

して、令和５年度を新しい計画というところはこのままでいきたいというふ

うに思っているところではございますが、国や市の計画につきましては、し

っかりその状況を把握して、その整合性を図りながら策定していきたいとい

うふうに考えております。  

  それから、すみません、１番目、成果指標とアクションプランの整合性で

すけれども、今、アクションプランについては達成しているものが多いけれ

ども、成果指標については達成していないものが多いという、そういうよう

な状況になっていて、それを今後どうするのかというような点でございます

けれども、新しい計画を考えていく際には、この成果指標自体からまず１か

ら考えて、どういった目標を立てるのが千葉市の子どもたちの教育にとって

よいのかということを改めて考えさせていただき、指標を定め、さらにその

指標に真に必要な取組というものは何なのかというのをしっかり検討して、

アクションプランを立てていきたいというふうに考えているところでござい

ます。  

  また、裏面にいっていただきまして、１１番、働き方改革、学校の在り方

というところでございますが、やることが増えていってしまって計画自体は

すばらしくても実行できなければ本末転倒ではないか。また、学校という場
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所に行って児童生徒が交わり、先生から教わるということの根源的な価値を

いま一度見詰め直して検討を進めるべきじゃないかと、そういったご意見を

いただきました。  

  まさにそのとおりでございまして、こうしたご意見も念頭に置きながら、

次期計画では柱、計画の柱だったり計画の施策というものを精選していきた

いというふうに考えておりますし、現計画の取組状況等はもちろん参考にす

るんですけれども、１からやはり、先ほど申したように何が本当に千葉市の

子どもたちのために必要なのかというところを根本から考えた計画を策定し

ていきたい、検討していきたいというふうに考えております。  

  現在、教育委員会内でも少しずつ検討を進めているところでございまして、

来年度以降の審議会でもまたお諮りして皆様からのご意見をいただき、より

よい計画を策定していきたいというふうに考えておりますので、引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  引き続き継続して検討していくということですけれども、現時点の概要に

つきましてご意見、ご質問がありましたらよろしくお願いいたします。いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。  

  では、学校教育推進計画については、今後も引き続き本審議会で審議予定

ということでございます。事務局におかれましては、本年度の審議内容を踏

まえてさらに検討を進めていただきますようよろしくお願いいたします。  

  それでは、本日の議題は以上となります。皆様のご協力によりまして、円

滑に議事を進行することができました。また、たくさんのご意見を、貴重な

ご意見をいただくことができまして、改めてお礼を申し上げます。誠にあり

がとうございました。  

  では、この後は事務局にお返しいたします。お願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  委員の皆様、貴重なご意見を本当にありがとうございます。  

  本日は、現委員の皆様の任期内に予定されている最後の学校教育審議会で

ございます。つきましては、委員の皆様にお一言ずつお言葉を頂戴できれば

と存じます。大変申し訳ございませんが、時間の都合上、お一人様１分程度

でお願いできればと思います。  

  それでは、青木委員から座席の順にお言葉を頂戴して、最後に貞広会長に

お願いできればと思います。それでは、よろしくお願いいたします。  

○青木委員   

  時間がありませんね。一言、感謝です。教育委員会の皆様、そして委員の

皆様、様々な視点から学校教育というものを学ばせていただいたなと思って

おります。私なりに学校教育に対して理解が深まったように思います。  

  私、地域活動をしておりますもので地域からということで少しお話しさせ

てください。地域の中には、学校というのは情報を出さない、隠す、協力し
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てくれと言う割には壁を感じるというような意見あります。実は私も何年か

前までそのように思っておりました。ですが、先生方の普段の様子を知った

りこのような会議に出席をさせていただいたりする中で、いかに教育委員会

の皆様や先生方が千葉市の子どもたちに対しご尽力されているのかというの

が本当に分かりました。そのように言う前に自分がどれだけ理解していて、

どんなことができるのかというのを提案していきたいなと思いました。  

  また、地域の方にも、子どもたちのために何か手伝うよということの中に

は学校にとって負担になったり邪魔になったりすることもあるとお伝えして

いきたいと思いました。  

  まとまらなくて本当に申し訳ないです。本当に皆様ありがとうございまし

た。この会議に出させていただいて、今もうまくお話しできなくて大変申し

訳ないですが、少し度胸がつきまして、ほかの会議で幾つか意見が述べられ

るようになりました。この点でも感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。  

○田中企画課課長補佐  トップバッターありがとうございました。申し訳ご

ざいません。  

  そうしましたら、江波戸委員、お願いいたします。  

○江波戸委員  江波戸です。  

  一条から代わりまして、私は途中からということになりましたが、このよ

うな席に加えていただいてまず思ったのが、こんなところに本当私いていい

のかなと思ったこと。しかし、ここに参加させていただいて、皆様がこんな

に一生懸命子どもたちのためにいろいろなことを考えて、また委員の皆さん

もいろいろ意見を述べられていて、すごく勉強になりました。一回、この厚

い資料も一度持ち帰って全部読ませていただいたんですけれども、ホームペ

ージのほうでも見せていただいて、本当に子どもたちってこんなにすごい人

たちに見守られながら育っているんだなと思いました。  

  青木委員同様、地域のほうでも私も関わっているんですけれども、その点

についても本当、学校に対してとか教育委員会のほうに対してとか、ちょっ

と思いがある方もいらっしゃったり等あるんですけれども、みんな一生懸命

子どもたちのこと、未来のことを考えてくれているんだよと伝えながら、地

域のほうも頑張っております。  

  これからも子どもたちに関わり、それから地域のほうでもうまく子どもた

ちと地域の間を取り持てるように頑張りたいと思っております。本当にこの

場に加えさせていただいて、勉強になりました。ありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございます。  

  金子委員、お願いいたします。  

○金子委員 金子でございます。  

 本当にいろいろとお世話になりまして、ありがとうございました。  

 私が千葉市の町内自治会連絡協議から言われて出てきましたが、実際ここへ
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出てきてどうしたらいいのだろうというのが、最初の感想でした。みなさん

が本当にここで真剣にお話をなさっていますし、地元の学校の先生は学校の

先生で一生懸命やっていること。そして教育委員会は先頭に立ったりバック

アップしたりして、このような仕組みがあるから教育ができているのだと思

います。第一線の先生方が安心して学校のことをやっていけるのは、こうい

う組織があってのことだと思いました。本当にありがたいと思います。教育

委員会の皆様、委員の皆様にはいろいろと教えていただきました。足を引っ

張ったりしたこともあったと思います。  

 本当は年のことを言っては変なのですが、明日が私の誕生日で 87 歳になりま

す。ということでそろそろ引っ込む時期になりました。もっと早く引っ込む

予定でしたが、何にやかにやとここにきていました。本当にありがとうござ

いました。皆様の活躍をこれからもお願いしまして、お礼の言葉とさせてい

ただきます。ありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。そしておめでとうござい

ます。  

  そうしましたら、阿部委員、お願いいたします。  

○阿部委員  私も新たに加えていただいた立場になります。とんちんかんな

ことを言っていたかもしれません。すみませんでした。  

  何かを計画を立てたり、方針を定めたりという場だったと思うんですけれ

ども、私は教育実践のほうが専門で、実践をつくるときにやはり計画を立て

過ぎるがゆえに遊びがなくなったり余裕がなくなったりしてしまうという、

そういう問題点を常に考えてきておりました。一方で、こういう何かを決め

る場、方針を決めるような場に入れていただいたんですけれども、私なりに

は常に決めつつ、何か漏れてしまうようなものはないかみたいなことを想像

しながら、意見をさせていただいておりました。そのようなことをうまくバ

ランス取れたらいいなということをこれからも考え続けたいというふうに思

っております。ありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  続きまして江藤委員、お願いいたします。  

○江藤委員  ２年間本当にどうもありがとうございました。  

  ここの場でいろいろなお立場の皆さん方から一つのテーマについて議論を

するということで、本当に多様な視点で物事を捉える必要があるんだなとい

うことを本当に学びました。どうもありがとうございました。  

  １つだけ、教育がご専門の方皆様いらっしゃいますので、１つ私、実は大

学出たときに教員になりたいと思っていたんですけれども、蘇我中で実習も

来ましたが単位が足りずになれなかった。何が申し上げたいかというと、そ

の当時、８９年の話なんですが、教員になるって本当に難関で、本当になれ

なかったんですよね。でも、それが今あまり人気がないというのを聞いて、

正直本当に何が起きたのかな、日本という感じなんですね。  
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  ですので、時代が変わって子どもを育てるということも大変簡単ではない

時代ではありますけれども、ぜひ皆さん方と私ども、何かできることがあれ

ばお手伝いして、教員って本当にすばらしい仕事だと思うので、またそうい

う人気のある仕事になったらいいなというふうに、ちょっと期待だけ述べさ

せていただきます。本当にどうもありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  奥山委員、お願いいたします。  

○奥山委員  私は県教育委員会の勤務が長く、審議会等では事務局側に座っ

ていることが多かったのですが、今回、委員席を経験してみて、ここの席も

結構大変だなあ、ということに気づきました。今もまだ私立学校でガッコ教

育に携わっていますので、今後も千葉市の皆さんと連携させていただき、い

い仕事ができたらいいなあと思っています。お世話になりました。ありがと

うございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  黒川委員、お願いいたします。  

○黒川委員  お世話になりました。淑徳大学の黒川です。  

  社会変化に伴って、学校教育はとどまることなく改革を続けていかなけれ

ばならないですし、また今年度においてはコロナ対応ということで、本当に

学校の先生たちは、日々走り回り、対応に追われていたことと思います。  

  子どもたちが育つ環境をよりよくしたいというのは、誰もが願うところで

はありますが、そこで児童生徒の実態と、先生方のできることの限界といい

ますか、範囲といいますか、そういったところを見失うことなく施策を考え

ていかないとならないと思います。高い理想論は持ち続けるべきだとは思い

ますが、現実に即さないことが展開されていくと、みんな不幸みたいなこと

になっていくことも教育の世界ではあり得ることだと思いますので、そうい

う視点も持ちながら先生方のご意見を拝聴させていただき、非常に私も勉強

させていただきました。  

  大学では教員養成に携わっておりますので、卒業生が毎年千葉市でも大変

お世話になっているところでございますが、やはり教員は夢のある仕事だよ

ということを、これからも学生に強く訴えながら、教育活動をしていきたい

と思います。どうもありがとうございました。お世話になりました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  保坂委員、お願いいたします。  

○保坂委員  最後の挨拶にふさわしくないかもしれません。ちょうど今考え

ていることをお話しさせていただきます。  

実は、来年度久しぶりに学部３年生の教職課程の生徒指導、教育相談、進

路指導という必修の授業を担当することが決まっていて、そこで何をしよう

かと課題を考えていたんですが、その一つが高校の進級問題を議論させよう

と思っていたんですね。そうしたら、こういう議題が出てきて、何てタイム
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リーなんだろう。この際、高校じゃなくて中等教育学校の進級問題を考えさ

せようと今決心いたしました。  

  その際に、この場で出た皆さんの意見をちょっと勝手に紹介させていただ

くこともあるかもしれませんが、それをご了解をいただければということと、

その３年生の中から将来この学校の教員になる人間が出て、授業で考えた問

題に実際自分がぶつかるみたいなことがあったら面白いなというふうに思っ

ています。  

  以上、ありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  野口委員、お願いいたします。  

○野口委員  皆さん、大変お世話になりました。  

  この審議会のスタートが、第１回が令和元年７月だったと思うんですけれ

ども、その頃と今を比べてみると、この審議会だけではなくて全世界が働き

方も変わっていますし、また生活様式や当然学校の生活も大分変ったという

のが現状でございまして、これがさらにここ数年続くと考えられて、特に今

ワクチン接種始まっていますけれども、現状のところ１６歳以上ということ

ですので、小学校や中学校は現状の感染対策を施しながら、学校教育を進め

なければいけないということで、教育委員会の皆様にもお願いしたいのが、

現状に合った教育施策を、そのときに応じて優先順位を変えながら、例えば

学校施設の有効活用はちょっとプライオリティーを下げてＧＩＧＡスクール

やＩＣＴ化を先に進めようとか、ちょっと行政の方は苦手かと思うんですが、

予算とか先ほどの条例などに縛られずにそのときに応じた優先順位に基づい

てどんどん施策を変えていくのも必要じゃないかなと感じております。  

  皆様、どうもありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  小池委員、お願いいたします。  

○小池委員  私は、この会議に来るのが楽しみでした。恐らく理由は皆さん

と全く同じで、様々な立場の委員の方から新しい視点といいますか、自分の

気づかなかったことに気づかされて、非常に勉強になるということで楽しみ

でした。  

  もう一つ、この会議で気づいたのは、千葉市の教育行政は非常にバランス

取れているんじゃないかなということです。それは、今日の議題も見てみる

と、１つは見直しであり、もう一つは設置なんですね。つまり、いろいろや

っている施策の見直しをすることと、それから新しい施策に取り組むことと、

行け行けどんどんばかりじゃないというところで、いいところはそのまま進

めるし、ちょっと何か問題出たらブレーキかけてもう一度見直しして教育行

政をやっていこうという立場でやられているというのが、非常に私、バラン

スがいいなというふうに感じています。  

  個人的な話ですけれども、孫が再来年小学校に入学するんですけれども、
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今、東京に住んでいるんです。ですから、千葉に引っ越してこいと、さらに

強く勧めたいというふうに思います。ありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  続きまして、西村委員、お願いいたします。  

○西村委員  ２年間ありがとうございました。  

  私は、すみません、充て職のように２年でどんどん代わっていくという形

で、何も分からずにこの席に座らせていただきました。ただ、１つ思うこと

が、一応私の立場になっていろんな会議に出させていただく中で、昭和か大

正のような会議もあればと思ったんですけれども、ここは比較的昭和から平

成かなとは思います。  

  ただ、物すごく申し訳ないんですけれども、私個人的にベビーからずっと、

育成委員会ですので高校生までという幅広い子ども、児童、乳児まで関わら

せていただいている中で、すみません、お願いがあります。昭和の人たちが

令和の子たちのことを考えていただくという今スタンスになっているので、

できる限り平成に寄り添っていただきたい。  

  というのは、昭和のとてもいいところはあるんですけれども、やっぱり固

定観念に縛られる。行政関係は特に大きいと思います。これは先ほどお話あ

りましたように、やっぱり条例で決まっているということでなかなか覆せな

いところはあると思いますけれども、子どもたちはどんどんもう３世代にま

たがっておりますので、そこを何とぞ、難しいところを踏まえた上でなお一

層努力のほうをお願いしたいと思いますのと、重ねて、今後とも子どもたち

のことを第一に考えて会議を行っていただき、考えて施策をしていただけれ

ばありがたいなと思います。本当にありがとうございました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  清水委員、お願いいたします。  

○清水委員  前任の小森から途中で引き継ぎまして、２年ちょっとお世話に

なりました。ありがとうございました。  

  私ごとですけれども、父親が東京都の教育委員会に長くいました。私は事

業会社に入りましたので、全く違う道を歩んできましたが、会社において教

育に関しては大変力を入れてきましたので、この年になっていみじくもこう

いうご縁をいただいて、何か数奇な縁を感じました。この会を通じて実際に

出張授業も何校かでやらせていただいたりとか、直近ですと緑町中学校のバ

レー部の子たちからユニフォームのデザインをしてほしいということの依頼

を受けて、実際に我々がデザインして、ちょっとコロナがあって、顧問の先

生が直接手渡してほしいというリクエストをいただいているのでまだちょっ

とお渡しできていないんですけれども、非常に地域の方々とも交流が増えて、

非常に有意義だった２年間だったなと思っています。  

  次期もぜひうちの会社のほうからいろいろ人材とか、それ以外のことも含

めて全方位でご協力できればなと思っています。ありがとうございました。  
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○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  貞広会長、お願いいたします。  

○貞広会長  まずは、委員の皆様方にいろいろな意見をお出しいただきまし

て、ご協力いただきましたことに心より御礼申し上げます。  

  また、議題の準備等も進めていただきまして、皆さんが議論しやすいよう

な形をいつもつくってくださった事務局の方々にもお礼を申し上げたいと思

います。  

  審議会というのは、いろいろ私も出まして、どれがというふうには差し障

りがありますので申し上げませんけれども、意見を言っても壁があってアリ

バイづくりだなというような審議会から、ちゃんと意見を聞いていただけて、

この後は反映していただけるんだなというような実感を伴う審議会と、グラ

デーションがあるんですけれども、この審議会は、不慣れな私が司会を務め

ていながらも、恐らく教育長のお人柄でしょうか、ちゃんと聞いていただけ

る雰囲気がある審議会であったかと思います。バランスがいいというような

お話、小池委員からありましたけれども、ぜひこういう風通しのいい形で教

育行政、教育政策が練り上げられていくということをより発展させていって

いただきたいというふうに思うような、ちゃんと意見が言える審議会、皆さ

んから多様な意見が頂戴できた審議会だったかと思います。  

  改めまして皆様方に御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうござ

いました。  

○田中企画課課長補佐  ありがとうございました。  

  教育委員会を代表しまして、教育長の磯野よりお礼の挨拶を申し上げます。  

○磯野教育長  皆様、改めまして本当に２年間、ご審議をありがとうござい

ました。そして、現委員の皆様に今、本市の教育施策につきましていろんな

面でご意見いただきましたこと、そしてまた心温まる過分な言葉というふう

に、受け取っていいのかどうか分かりませんけれども、今日いただいた意見

をますます教育施策に生かしていきたいというふうに思っております。  

  思い起こせば、平成２９年から始まって４年目を迎えましたけれども、こ

れまでもいろんな面でご審議いただく中で、学校適正配置についてのご審議

をいただく中で、今年度１校、千城台地区で小学校開校しましたけれども、

来年も千城台地区と大宮地区、そして高洲区で中学校が新しく１校開校いた

します。こういった状況で学校適正配置のほうも順当に進んでおります。  

  そして、一番大きかったのは、学校教育環境の設備の中で、エアコンの設

置がこのコロナを見越したかのようにあの時期に決定していただいて、本当

に今年、エアコンが入っていなかったらどうなっていたのかなと思うような

状況がありました。おかげさまで６月には全校に配置になりまして、子ども

たちがよりよい環境の中で学習ができたというふうに思います。  

  そして、今回のコロナの関係では、国の２次補正の関係で、３年度になり

ますが、特別教室にも全部エアコンが入ることになりましたので、引き続き
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子どもたちの教育環境に努めていきたいと思います。  

  そして、今日ご審議いただきました中等教育学校につきましては、本当に

プラスワンではいろんな面で新たな視点からいただきましたので、これにつ

いては事務局のほうで預かって、さらによりよい学校を目指して今後も取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、引き続きご意見いただけ

ればと思います。本当にありがとうございました。  

  この間、２年間で、本来の任期は５月３１日までと伺っておりますけれど

も、今日は最後の会議になります。貞広会長さんはじめ、今日は池田副会長

さんはご私用がありまして欠席になりましたけれども、委員の皆様には重ね

重ねいろんな面でご意見いただいたこと、本当にありがとうございました。

そしていよいよ今日２回の審議が無事終わりますけれども、先ほど来出てお

りますように、今、私は新年度、いつも干支の文字を書いていますが、今年

は新という字を書き加えて職員にみんな配ったところです。今年は市制１０

０周年ということで、新しい時代が始まる。そして、私どもはこれまでも続

けてきた教育に新しいスタイルの学校教育をつくっていこうということで、

職員一丸となっていろんな面で取り組んでいます。引き続き皆様のご支援が

いただけるように頑張りますので、お礼申し上げて、本当にありがとうござ

いました。  

○田中企画課課長補佐  それでは、最後に事務局より事務連絡を申し上げま

す。  

〇事務局  何点か事務連絡を申し上げます。受付にて、駐車券の処理を致し

ました。処理がお済みでない方は事務局までお申し付けください。お手元の

ファイルに関しましては、委員の皆様専用でございます。ご入用の方は、お

持ち帰りください。また、そのまま机上に置いていただければ、任期満了ま

で事務局でお預かりいたします。なお、過去の審議会の資料データにつきま

しては、企画課ホームページからのダウンロードも可能です。委員の皆様の

任期は、５月３１日まででございます。それまでにお力添えをいただくこと

もあるかと存じます。その節はどうぞよろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。  

 ○田中企画課課長補佐  以上をもちまして、令和２年度第２回千葉市学校

教育審議会を閉会いたします。本日は長時間にわたりご審議いただき、誠に

ありがとうございました。  

 


