
戴いた質問に対する講師からの回答です。（敬称略） 

 

【質問 １】 

ゆとり教育が道半ばで批判され否定された印象ですが、尾木ママによれば新学習指導要領

はゆとり教育の要素を汲み入れているとおっしゃいました。ゆとり教育の評価に関しては

どのようにお考えでしょうか？ 

 

＜吉田の回答＞ 

1998 年からの「ゆとり教育によって学力が下がった」などと言われましたが大きな間違い

です。かつて私は、2000 年の Pisa 学力調査の委員をして、「この問題はできないな」と

思いました。何故なら、このような問題はその時に学校で教わっていないからです。その

時の Pisa 調査はそのような問題でした。教わっていないものができないのは当たり前です。

ゆとり教育の内容は、資料の「学習指導要領の変遷」に書いてあるように、「自ら学び自

ら考える力」の育成など「生きる力」として明確に示されています。しかし、「どのよう

に学ぶか」については、まだ学校の対応が不十分だったのです。 それは導入されて間もな

かったからです。総合的な学習や選択学習をとても熱心におやりになった学校の先生もい

らっしゃいます。その場合は、凄い成果をあげました。しかし、そういう先生はまだごく

一部だったのです。つまり、教員の力量がそれに追いつかなかったのです。慣れていなか

ったということです。それによって違いが出てしまいました。確かな学力は、一斉に「こ

れをやれ」という形であり、アメリカで言う「バック・トゥ・ベーシック（ベーシックに

戻れ）」など、誰もが同じことをやることから、あまり格差が出ない訳です。しかし、ゆ

とり教育で様々なカリキュラムを取り入れるとなると、教員によって格差が出てしまうと

いうことになります。また、出来る子は凄くできるのですが、出来ない子には難しいとい

うことになります。しかし導入期間が少なく、あまりにも中途半端だったのです。もう少

し長くやっていれば状況は変わってきたはずです。先生方もそのような力を付けて、フィ

ンランドのようになったかもしれません。今のアクティブラーニングというのは、正に、

「主体的に自ら学び自ら考える生きる力」をより具体的にしたということには相違ないで

す。プラス、その後社会に開かれた教育課程ということで、より高度なものができるよう

になってきました。そういう意味では、ゆとり教育の再現というわけではないですが、ゆ

とり教育で批判されたものについて、再構築したということはあります。ゆとり教育で

「学力が下がったじゃないか」と言われますが、実際にはその後のその子たちの学力調査

の結果は良かったのです。ですから、今回、アクティブラーニングが導入され、この後ど

うなるか、3 年位経つと子ども達の結果が分かってきます。その時にどうなっているかを

しっかりと見定めたいと思います。2025 年位になるとその成果が出てくるのではないでし

ょうか。 

 

＜日高の回答＞ 

私は正直言って、ゆとり教育の目指したことは悪くはないとは考えていますが、私は内容

 



の絞り方（選択制など）が間違っていたのではないかと考えています。円周率は 3.14 で良

いし（３にしても何もゆとりにならないし、社会に出てみんなと齟齬が出て困るだけで

す）、古文や漢文も学んでおくべきことだと考えています。他に削減出来たものはあった

と思います。私は数学が専門なので数学の話になりますが、例えば海外と同じように、中

学高校では計算問題に費やす時間は電卓に任せて削減して良かったのではと思います。か

なりの時間を削減出来たのではと思います。もちろん計算力は重要ですが、それを何度も

嫌になるほど繰り返さなくても良いとは考えています。特に私の頃は統計で計算ばかりで

した。これは逆効果です。大切なのは計算ではなく考え方と創造力と解決力ですから。誰

でも社会に出たら、いまは大量の計算を筆算では行わないはずなのです。私の例で恐縮で

すが、中学時代に古文や漢文は大嫌いでした。こんなもの習っても何の役にもたたないと

考えていたからです。古文や漢文はいつも 5 段階評価で１か２の成績でした。ですが会社

に入ってからは日本や中国の古典をそれなりに読みました。何故かと言うと、企業人とし

ての会話では、引用すること、されるともあり、円滑なビジネスには必要だったからです。

習った記憶があるというのは、大人になって学び直すときの敷居を低くすると思います。

社会に出てからも学ばなければならないことは多いはずです。いえ、逆に言えば社会に出

てからの方が新たに学ぶ機会は多いはずなのです。学校はそのベース学力を養うのがミッ

ションだと思います。ですから生涯学び続ける力を付けえるためには、高校までは選択制

はあまり好ましくないと考えています。習ったことがある、聞いたことがあるということ

は次に学習するときに目に見えない大きな役割をはたすと思っているのです。ちなみに今

は万葉集などを題材にしたプログラミング学習のカリュキュラムなども万葉集の専門の先

生の指導を仰ぎながら開発しています。自ら楽しい学び方を発見して生涯学び続ける癖を

身につけるということでは、ゆとり教育と新学習指導要領が本当に目指すことは同じなの

ではないかと思います。ただ、残念ながらゆとり教育では、その実現方法を少し間違って

しまったのではと考えているのです。ゆとり教育の目指した理念は評価して、いまにつな

げば良いのではと考えます。 

 

【質問 ２】 

これからの生徒も先生も目標が高く、大変かと思いました。先生方はどう評価されるので

しょうか。客観性が少し心配になりました。 

 

＜吉田の回答＞ 

生徒に対する評価については、はっきり言うとなかなか難しいですね。しかし、様々な評

価の仕方があり、そのようなツールもたくさん出てきていますので、そのツールを使うと

いうことになります。はっきりいうと、新学習指導要領では能力を評価しないのです。子

どもたちがやっている「学習状況を評価する」のです。これは前から言われていることで

すが、いわゆる「学習状況評価」です。そして、相対評価ではなく、人と比べるのではな

い絶対評価です。ルーブリック評価のような ABCD の基準に応じて評価する方法が必要で

あると考えます。これまではこういうことがあまり無かったのです。今迄、B の規準しか

 



無かった、そうではなくて、A の姿とか、C、D の姿とか具体的に出していこうとしてい

ます。これがルーブリック評価で、そういう意味では、必ずしも先生だけが評価をするの

ではなく、先生と生徒が評価するような形、あるいは、友達がそれを評価するという相互

評価の可能性も出てきます。ですから、教員だけが評価で苦しむことはないのです。私の

立場で言うのも変ですが、先生がどう評価しようと伸びる子は自分で伸びることができま

す。ですから、一番大事なのは、自己評価です。まず、自己評価がきちんとできる生徒を

育てることが大事ではないかと考えます。 

 

＜日高の回答＞ 

これは私には難しい問題なので回答できないのですが、敢えて少しだけ言わせて頂きます。 

ご指摘の通り客観性ということは非常に難しいと考えます。そもそも完全な客観性など無

理ではな いかとも思います。ただそこに近づけるには詳細なベンチマークを設定すること

だと思います。ただ、新学習指導要領で重視されている「～の状態にある、～している」

を評価するためには、個々の目標達成に向けた中間的な指標であるＫＰＩ（Key 

Performance Indicator／重要業績評価指標）を設定すべきと考えます。 例えば私の行って

いるプログラミング学習体験会の例です。ベンチマークは、学習指導要領から ヒントを得

て実際のカリュキュラムを作るときに、このカリュキュラムでは、ここまで出来たら３，

ここまでなら２、こうだったら１という感じで考えておきます。 ３なら次のステップに進

みます。２の場合は題材を替えて目新しくしながら同じ目標学習内容（例 えば和音とか座

標軸とか直列並列とか・・・）を次に組み込みます。１なら、前回は一緒にやったか ら上

手く出来たけど、今回は少し覚えていると思うからテキストを見ながらやってみようねと

いって、ゆっくりとサポートしながら最後まで自分でやってもらいます。自分で出来た満

足感を得てもらうの です。満足感は多くの場合は確かな理解と応用力をもたらすと考えて

います。「あ、そういうことか」という言葉が聞ければ、まずはＯＫとしています。ただ、

確実な応用力をつけるために、題材を替えながら（演奏とかクイズとかパズルとかゲーム

と か、アートとか、シミュレーションとか、制御とか、プロジェクションマッピング

か・・・）一度設定した 「学習指導要領からヒントを得た目標学習内容」は時期を考えな

がら繰り返し新しいカリュキュラム にそれとなく含めていきます。それが確かな力になる

と考えているからです。楽しいと思ってもらえれば、１から３の子が混在するグループで

も個でも上手く行きます。ただ、１の子に特に留意するとともに、２の子は理解している

か様子をみます。そして３の子にはサポートをしてもらうのです。経験上では自主的にそ

うなる場合が多いのです。３の子は新しい役割を感じることで、喜びを感じるとともに、

より学びが定着します。特に仲良しの同士のグループなどの場合は非常にうまくいきます。

ですがそうでない場合も、この体験学習会で仲良くなる場合も見受けられます。 ＫＰＩは

個々の発達段階に留意して設定しています。この子の場合はカリュキュラムのこの段階で 

はこのように出来ていればＯＫということです。そのために指導時の助言や進め方や教材

に少し 個別の工夫をします。ヒントも少し変えてみたり、学習効果に差が出ないようにし

ながら少し多め にしたりします。 例えば数回様子を見ていると気づきますが、３，４年生



の早生まれの女子の場合、周囲の女子に 無理に追いつこうとするケースがあり、あまり自

分で考えない（ゆとりがない状態）になります。また学校ではないので、姉妹一緒の参加

も多く、しかし同じことをやりたがりますので、各々のＫＰＩ の設定と、そのための工夫

を考えておくのです。プログラミング学習でいうと、発達段階に応じて、あるところは部

品化して準備しておくということで す。カリュキュラムとしては同じですから、そのこと

を不満に思う子はまずいません。ようは楽しく満足感を得られるようにすることが大切だ

と思うのです。 裁縫でいうと、例えばちょっと難しい箇所だけは縫っておくということで

す。但し自分が縫ったという 満足感は得られるように留意する必要はあります。 プログラ

ミングも上手に部品化しておくことが出来ます。カッコ内はお読みにならなくても結構で

す。（これはプレゼン資料のロードマップにある高機能 Scratch の BYOB では、ほぼ完全

に実現可能なのです。Python も同様です。そのために私の実施するプログラミング体験学

習会では BYOB や Python を利用しているのです。ことプログラミング学習でいえば、文

科省の審議会の資料や学習指導要領にもある「個の特性に応じた」学習ということに対し

て、オブジェクト指向の機能をほぼ満足に搭載している BYOB や Python はカリュキュラ

ムを用意する側で、予め工夫を組み込むことが出来るのです）さて私の行うプログラミン

グ体験学習会ではカリュキュラムごとに簡単な５項目から１０項目程度のベンチマークと、

継続的に参加してくれている子には数回の様子見（観察）後にですが、個人の カリュキュ

ラムごとにＫＰＩを設定しています。ただ学校や進学塾ではないので、それで成績を付け

るわけではありません。褒め方を考えるため、そして次回の進め方を考えるためのもので

す。ただ社会に出れば競争や順位付けされた評価はあたりまえです。児童生徒もそれを体

験しなくて は生きる力は身に付かないと思います。しかし、それは、一歩間違えると児童

生徒のやる気をそぐだけでなく、未来を奪うことにもなりかねません。児童生徒へ伝える

評価は、児童生徒のためにも 専門家である学校の先生にお任せしたいと考えています。 

 

 

【質問 ３】 

英語教育について伺います。中学での子どもの英語授業の様子を見ていると、私が教わっ

た頃とは全く異なり、文法の基礎をしっかり学ぶ、という様式になっていないように見受

けられます。中学で初めて英語に触れる子どもたちによっては他言語の構成が理解できな

いのではないかと心配なることがありますが、文法に対してはどうでしょうか？会話は日

常的に話していれば有効でしょうが、授業だけで会話をしても理解しにくいのではと思え

ます。どうでしょうか？ 

 

＜吉田の回答＞ 

文法というのは文の構造です。言語を用いる時には、文の構造がきちんと身についている

かどうかはとても大きいのです。文の構造さえ身につければ、後は単語を入れ替えればで

きます。英語の場合には、一般的に 5 文型と言われていますね。SVO とかです。その５文

型のコンポジション（構造）ができているか、どうかが文になるかどうかであり、非常に

 



シンプルなんです。その点、日本語の方がかなり複雑ですよね。「てにをは」つまり助詞

によって文系が自由なわけですから。ですから英語をやる際には、その構造はきちんと教

えるべきだと思います。しかし、それはひょっとすると、本当は日本語の中で教えなけれ

ばいけないのかもしれないですね。日本語は、「てにをは」のお陰で構造性があまりない、

主語も無くて良いわけですから自由といえば自由で楽といえば楽です。しかし、英語の場

合には、全て主語を言わなくてはならないし、構造性をちゃんと持っていないとならない。

英語ができないというのは、そのような構造性を前提にしない日本語の何でも融通無限に

使える言語に囚われているからとも言えるわけです。そういう意味では、おっしゃる通り、

文の構造というのはもの凄く大事だと思います。その上に立って、英語の発音や表記が必

要になってくると考えます。 

 

＜日高の回答＞ 

英語学習は専門ではないのですが、プログラミング学習体験会のカリュキュラムに英語は

含まれていますし、他の教科をカリュキュラム題材とする場合でも、たとえばこのことは

英語でなんという？とか体験会の中で必要に応じて英語を学習しています。 例えば音楽の

プログラミング体験学習カリュキュラムの中で、和音やコード進行を体験学習する 場合に

和音は CODE といいますという感じです。また必要に応じてテキストに英語を含ませてお

きます。プレゼン資料のプリンセスの場所の問題です。（これはもともとは、学校から渡

された算数の宿題がよくわからないようだというお母さまから質問に対して、プログラミ

ング体験学習で理解してもらおうと作ったカリュキュラムです。結果としては楽しみなが

ら理解もしてくれたようです。ついでにハイブリッド学習にしました。） 前置きが長くな

りましたが、そういう背景もあって、少し見解を述べさせて頂ければと存じます。生きる

力のための英語としては、私は構成と言うか、その言語の「癖」を知ることも大切だと実

感し ています。それは読解力でも会話でもです。例えば、NOT と NO です。データは存

在しないは No data exist.とも言いますが、日本語の感覚そのものでは、ナンバーというデ

ータが存在すると読む子も実際にいます。もちろん、そのときは間違っているとは言いま

せん。日本語では「ないものが存在する」というよう な禅問答みたいなものはありません

から、日本語に慣れ親しんだ私たちには最初は違和感のある英語の癖だと思います。実は

プログラミング学習体験会では、英語の読解力のための学習も必要に応じて行っています。

その理由は下記のとおりです。昨今の急速な日本の経済力の低下で、学習に役立つ情報や

ツールの日本語化が見送られてい る状況があります。要するに学習に必要な情報が英語で

しか得られない状況が迫っているという ことを感じているです。さらに、それらの情報は

必ずしも英語ネイティブによって書かれているわけではないということは 留意すべき点だ

と思います。アクティブに学ぶためには、自分で情報を見つけ出し読解することも必要に

なるはずなのです。現状や将来の状況を考えると、英語の読解力が必要になると考えてい

るのです。 但し Google 翻訳のような高精度なＡＩ機械翻訳も存在します。しかし、完全

ではないのです。間違った理解をしてしまうような、曖昧な表現での翻訳もあるのです。

例えば、上記の No ～ の場合ですが、サイエンス系の長い入り組んだ文だと、たまに正反



対の 理解をしそうになる日本語の翻訳結果になる場合があります。また英語ネイティブの

方でない方 が書かれた英文も時としてそうなります。ですから、正しく読解し求める情報

を得るためには、翻訳された日本語を評価できるレベルの英語 読解力と国語力が必要にな

るのではと考えているのです。理由や目的は様々と思いますが、アクティブに自らの意思

で積極的に学ぼうと考え、必要な情報 を得ようと考えたときに、学校の先生など、誰かを

通して日本語で必要な情報を得ることは出来ると思います。でもそれはあくまで学生時代

です。社会に出たらそれでは駄目なのです。自らが情報を探し求め理解し、自分なりにそ

こから何かを 生み出さないとならないのです。なお、いま存在するものを避ける必要はあ

りません。あるものは利用すれば良いのです。機械翻訳を最大限に活用するスキル、そし

てそれを検証できるだけの英語と日本語の読解力こそがこれからの実用的な生きる力の一

つになると考えています。 ですから私のプログラミング学習体験会では Google 翻訳など

も利用しています。最初から電卓に頼っては駄目ですが、ある程度、自分で計算が出来る

ようになれば、その後はいつも筆算をしなくても、必要に応じて電卓などで計算すれば良

いのです。それが社会に出て生きる力でもあるわけです。会社でいつも筆算をする人はい

ません。実際に海外では、授業や試験で電卓を使う国々も多いのです。機械翻訳もそれに

似ています。時間も限りはあるのです。使えるものは利用して、そして生きるために本当

に必要な力を身に付けていくべきだと思うのです。もちろん、残念ながら日本の学校や試

験制度では上記は認められていません。ですからあくまで学校の勉強を補完する意味合い

で、プログラミング学習体験会の中では参加の皆さんに生きる力として身に付けて頂こう

と考えています。ただ、それは学校で学んだことを深く理解し、応用力を高めることにも

寄与しますから、社会に出て生きる力になるだけでなく、学校の成績の向上や入試にも必

ず良い結果をもたらすと考えてい ます。少し追加しますと、いまプログラミング体験学習

会では音声翻訳機も遊び感覚で利用しています。 理由として、地域によっては日本語が上

手に話せない子もいるからということもございます。でもそれ以外に重要で効果的なのは、

翻訳機で自信をつけてもらうこと、楽しいと感じてもらうこと なのです。具体的な実例と

しては、学校で何か誰かに言われてしまったのか、英語で話すのが嫌で英語の勉強が大嫌

いになった小学校４年生の女の子がいたのです。結構多いようです。そこでプログラミン

グ学習体験会に英語の教科書を持ってきてもらいました。最初に翻訳機を使ってみせて、

やってごらんと言いました。英語で話しかけると日本語でこたえてくれるよと・・・。 最

初は恥ずかしいようでしたが（ここからの誘導が難しいところです）、誰も聞こえないと

ころまで行って試したら上手く出来たようで、喜んで、教科書のいろいろな英文を読み上

げていました。凄いね！英語上手だからちゃんと日本語になったんだね。通じる英語だよ。

自信もっていいよ。それからは、英語が嫌いではなくなったようです。もちろん、これは

ハロウィンの楽しいプログラミング学習体験会のときだったので、恥ずかしいながらも高

揚気分で試してくれたのだとも思います。プログラミング学習体験会で、みんなと一緒に

英語で発音する場合も笑顔で一緒に大きな声で発 音してくれています。 

 

 



【質問 ４】 

プログラミングについての重要性はとてもよくわかりました。専門的な知識があれば、学 

習指導要領の中からヒントを見いだすこともできるかと思いますが、先生方は何か研修な 

ど知識を得ているのでしょうか？ 

 

＜吉田の回答＞ 

沢山の動画が文部科学省によって作られていますので、はっきり言えば教育委員会の指導

主事が昔は伝達講習で教員に教えていたという時代ではないのです。教員でも保護者でも

地域の方でも誰もがアクセス出来て一定の理解を得ることが出来るんです。そのようなこ

との方が大事かもしれない。それで自分の関わる子ども達を指導していただくということ

になりますね。学校だけで全て任されている時代ではなくなってきているかなと思ってい

ます。学校ができないことを社会がやるということです。つまり、英語学習やプログラミ

ング教育などは、学校だけで全てお任せというわけにはなかなかいかないわけです。学校

に於いて能力が高くてしかも環境の豊かな子どもたちがそれを享受することができますが、

そうでない場合には、できないわけですよね。そういう場合には、地域や家庭も含めて、

皆でそれをやっていくということです。一番いいのはね、こまえくぼのようなサードパー

ティのような所が、沢山の講座を上手く一緒にやれるようにするということです。大人の

生涯学習というのはありますが、実は、中学生・小学生の生涯学習というのは高校生もそ

うだけれどもあまりないんですよね。でもその人たちがもう少し社会の中で学べるといい

のかなと思います。正に、プログラミングと英語というのは、そのような学習の代表です。

つまりそれらは、日ごろから慣れ親しんでやらない限りできるようになりませんから。ま

あ、日本語もそうなのですけど。 

 

＜日高の回答＞ 

今回の学習指導要領は非常にわかりやすく出来ています。文字だけでなく、図や動画での

説明もありますし、多くのわかりやすい解説もございます。ただ、情報が多すぎるため逆

に難解になっていることは否めません。ちなみに日高は特に研修を受けているわけではあ

りません。ですが教育に関する Zoom 講演会やプログラミングに関する講演などは海外の

ものも含めて可能な限り参加しています。またほぼ毎日文科省の情報に目を通してはいま

す。（もちろん日々の時間は限られていますので、私の場合はプログラミング学習に役立

ちそう、お母さま方に知っておいて欲しいなという情報を感覚的にですが選んではいま

す。）正直言えば、大学時代の教職課程で学んだことや、企業や学会で学んだことが多少

ベースになっていることは確かです。それと例えば授業に行った学校の先生方や、各方面

で知り合った先生方から情報を頂く場合もございます。私たちのプログラミング学習体験

会はお母さま方の参加を前提にしています。もちろんお母さまでない女性の方や先生が見

学される場合もございます。体験会ではお母様にも理解して頂きたいということで、プロ

グラミングに関することや、そこでカリュキュラムの参考にした学習指導要領のことなど

も、わかりやすくご説明しております。その際は文科省の資料をもとにはしますが、わか

 



りにくい部分や、先生のためには必要でもお母さま方には不要かなと思われる部分は割愛

して、必要に応じて表現も変えています。  

 

未来に向かって「生きる力」としてのプログラミング学習を目指しています。全ての教や、

直面する課題の解決、また問題の発見に役立てられるようにということです。シミュレー

ション、データ分析、モデリング、意思決定などです。なお、各地域で私の主催する体験

会に参加頂いたお母様方とは Line グループでのネットワ ークを構築しています。その中

で結構な頻度で、プログラミング学習に限らずお母様方に 知って頂きたい学習指導要領の

内容や、プログラミング学習に関する学習指導要領の内容 なども解説を加えながら、お伝

えしています。 またお母さま方からの質問にも可能な限りお答えしています。 逆に言えば、

お母さま方からの質問で、私自身が気づかされ、学習指導要領や世界中のプ ログラミング

学習に関する情報を調べることも多々ございます。ある意味ではお母さま方 が私の先生で

す。同様に児童生徒からの質問や（次はこういうことしたい）というお願いで学習指導要

領にヒントを探したりもします。そしていろいろなプログラミング学習教材を考案するわ

けです。ということで児童生徒も私の先生です。 

 

 

 

 

 

 



【質問 ５】 

社会に開かれた教育課程が大切とのことですがどのように社会と学校をつないでいくかが

課題だと思います。学校側は社会にどのようなことを求めているのでしょうか。 

 

＜吉田の回答＞ 

 「生きてはたらく力」とともに、地域に開かれた学校づくりや社会に開かれた学校とい

う概念がかなり前から前面に出てきています。その方向として次に出たのが「社会に開か

れた教育課程」ということになります。学校を実社会や実の地域とつなげるという発想の

延長上にあることですが、これまで学校内部に閉じ込めて置いたカリキュラム（何を教え

るか）という内容について、地域とともに考え実践していくという方向です。このことに

ついては、特別活動として、部活動やクラブ活動、委員会や係活動、そして体験的な学習

など、これまでもやってきましたが、実際には総合的な学習（探究）の時間や道徳などを

い通じて実現されていたものが、いよいよ教科内容や教科のカリキュラムに入るようにな

ったということです。当面は、学校ができないことや学校では実現が難しいことなどを

TT で指導する地域の方々に入ってもらうことになるのですが、やがてはコミュニティ・

スクールなどを媒介に、教育課程全体の設計や計画にも参画して戴くようになるかもしれ

ません。その際、専門的な知識を有する地域や支援者の方々と教員の指導との方向性つま

りベクトルをどのように合せるかが問われることになります。まさに、どのように地域社

会と学校をつなげるかということになります。このことについて、具体的なテーマごとの

事例を編集した本に詳しく掲載されています。（「社会に開かれた教育課程」を実現する

学校づくり 具体化のためのテーマ別実践事例 15 学事出版 貝ノ瀬 滋監修／稲井達也・

伊東 哲・吉田和夫編著）学校側が求めることとしては、あくまでも学校のカリキュラムや

学習指導要領に応じた協働ということで、それを超える学習については学校内では現在の

ところなかなか難しいだろうということです。今後、デジタル教科書など一人一人が活用

できる ICT 等の充実があれば、大きく個別最適化に向けて前進するだろうと考えます。  

 

＜日高の回答＞ 

「社会に開かれた教育課程」を支える制度は２つあると存じます。 

 １．コミュニティ・スクール（学校運営協議会を置く学校） 

学校運営協議会とは、地域住民や保護者等が学校運営に参画し、「熟議」を通して 

目標やビジョンを共有することによって、地域と一体となって特色ある学校づくり

を 進めていくことができる、法に基 づく仕組み。 

 ２．地域学校協働活動  

地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学

校 を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校 が連携・協働して行う様々な活

動。 教育委員会は、地域住民と学校との情報共有を行う地域学校協働活動推進員を

委嘱できます。 

 

 



ただ、既にいろいろな事例はありますが、皆さんの理解が同じで一貫したものとは思えず 

日高自身は正直、あまり具体的なイメージがまだわかないのです。恐縮です。「学校の管

理職経験のある」地域と学校を結ぶコーディネータの方にもっと権限を与えた ほうが良い

のではないかと思います。イギリスやオランダにもコミュニティ・スクールがありますが

制度が異なるようです。 例えばイギリスの場合、全国津々浦々の学校ごとに、選挙で選ば

れた 5～6 名の理事からなる理事会があり、経営や人事に関する権限は理事会が持っていて

日本の私立学校に近いイメージのようです。 校長は理事会に任命され、その方針に従って

学校運営をすることになります。英国から帰国された生徒のお母さまのお話を伺っても、

その通りで、また非常に明確であり有効に機能しているように思えます。実は日高はこの

イギリス型に賛成なのです。餅は餅屋で教育のスペシャリストはあくまで 正式な学校の先

生方と考えています。私も確かに公立小学校の授業で各クラスにプログラミング学習を行

いましたが、それはあくまでも先生の管理下にあるサポーターとしてです。（少なくとも

私はそういう認識です）すべて事前に内容は先生の承認を受けて、授業中も先生の指示を

仰ぐという前提で行っています。（ただ、実際は何回か続くと、任せますと言われること

になってしまうのでそこは悩みます。先生は忙しいですからお気持ちは理解できるのです

が・・・。でもそういう場合でも必ず事後には報告を提 出します。また判断に迷うときは

必ず担当の先生か他の先生を探して、判断を仰ぎます。）そうする理由ですが、医師に医

療過誤があってはならないように、教育を行うものにも教育過誤があってはならないと考

えているからです。医師の医療過誤は病状悪化や死をもたらしますが、誤っ た学習指導は

児童生徒の将来を歪め、閉ざすことにもなると思うからです。それほど、教育とは慎重さ

を求められるものだと考えています。 学校側が何を求めているかは私にはわかりません。

ただ Zoom などで実際の先生方のお話を知る機会も何度かございましたが、なんとなく制

度があるから、求めるものが生じたとも思えることはあります。ただ、いつかの学校では、

いままで悩んでいたことがこの制度で解決したことは事実だ ろうとは思います。ただそれ

は学校の基幹部分ではないような気もします。いずれにしても児童生徒の将来を左右する

のです。児童生徒に直接的に影響を与える可能性のある場合は、学習指導要領読解もそう

ですが、それ以外にも慎重で念入りな準備や対応が必要 ではないかとは思います。私自身

それが十分に出来ておらず反省や不安、自己嫌悪に陥る場合もございます。でもお子様た

ちのことを一番良く知っておられるお母様方から、大丈夫ですよと優しい言葉や助言を頂

けるときも多く、いつも感謝しています。もっと頑張ろうと思ってしまいます。子供も大

人も一緒ですね。 

以上、皆さまのご質問の答えにはなっていないかもしれませんが、何か一つでも気づきや

ヒントに なれば幸いです。 


