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平成２９年度第１回鈴鹿市総合教育会議 議事要点録 

 

１ 日 時 平成２９年７月３日（月）１０：００～１１：３３ 

 

２ 場 所 鈴鹿市役所本館６階庁議室 

 

３ 出席者 市長，教育長 

      教育委員会委員：伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志 

（順不同，敬称略） 

 

４ 説明者 教育次長，教育委員会事務局参事，参事兼教育総務課長，教育政策

課長，学校教育課長，教育指導課長，教育支援課長，教育指導課指

導グループ主査 

 

５ 事務局 政策経営部長，総合政策課長，総合政策課副参事 

      総合政策課副参事兼政策推進グループリーダー,政策推進グルー 

      プ副主査 

 

６ 傍聴人 ３名 

 

７ 内 容 下記のとおり 

 

 

（１）開会 

≪事務局≫ 

・開会挨拶  

  

≪事務局から市長へ司会進行の交代≫ 

 

（２）事項２について 

≪教育指導課長・教育指導課指導グループ主査から 

「小学校英語に係る本市の取組について」について資料１に基づき説明≫ 

 

・現在小学校では，５年生・６年生で週１回，外国語活動の時間に体験的な言

語活動を軸とした英語の学習を行っている。小学校では，その授業のねらい
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となる表現や語彙に，児童が自然と慣れ親しむことができるよう，ゲーム的

な要素も加えながら，学習を進めている。 

・外国語活動の目標は，音声を中心とした学習を通して，日本語にはない英語

のリズムやイントネーションに慣れ親しむことである。小学校の英語では，

聞くこと・話すことに関する活動が中心となるため，英語を黒板に書いたり，

文字で書かれた英語を読んだりする活動は，アルファベットを読む活動以外

では，基本的には扱わないケースが多くなっている。したがって，小学校の

外国語活動では，学習内容の定着は求められておらず，あくまでも，児童が

外国語に慣れ親しむことがポイントである。 

・新学習指導要領においては，英語教育は改革の目玉の一つとなっている。小

学校英語においては，特に２点の新たな取組が進められる。１点目が外国語

の教科化であり，現在の外国語活動の評価は，児童の学習に取り組む姿勢や，

授業の様子を見とり，それらを文章記述にて保護者に伝えている。今後は，

教科化に伴い，数値での評価を行う必要がある。なお，英語の読み書きに関

する活動は基本的には扱わず，音声中心の指導を進めることとなっている。

２点目が外国語教育の早期化である。現在の小学校５年生から外国語活動が，

今後は，小学校３年生から始まることとなる。 

・新学習指導要領における小学校外国語科の目標としては，音声で慣れ親しん

だ単語や表現については，音声での定着を求めることとなっており，児童が

それらの意味を理解し，実際のコミュニケーションの場面で活用できること

が目標となる。なお，アルファベットの文字に関しては，文字を正しく書く，

文字を見てその文字が読めることが目標となる。 

・授業時間数については，１コマを４５分授業として，３・４年生では週１回，

年間３５コマの外国語活動の授業を，５・６年生では現行の２倍となる年間

７０コマの外国語科の授業を実施することとなり，英語に係る全体的な授業

時間数が増加する。 

・増加した授業時間を捻出するための方法としては，モジュール学習または帯

学習と呼ばれる１５分程度の短時間学習，１日７時限授業の実施，夏季休業

中に英語キャンプ等を実施し，授業時間数にカウントする，土曜授業の活用

などが文部科学省から提示されており，最終的には，各教育委員会や各校が

決定していくこととなる。 

・市内の小学校で統一して時間を捻出するための方法として，モジュール学 

習を検討している。モジュール学習について，現在の５・６年生の時間割を

例とすると，１時間目の授業開始の前に，モジュール学習または帯学習と呼

ばれる１５分の外国語を週３回実施するものである。１５分を週３回実施す

ることで，１週間で４５分の増加１コマ分を捻出することが可能になる。ま
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た，モジュール学習により国語や算数などの教科を行い，その代わりにその

教科の４５分の授業を１コマ減らし，その生み出された時間に外国語を行う

ことも可能となる。 

・新学習指導要領完全実施に向けた国のスケジュールについて，小学校英語に

関しては，時々刻々と国の動向が変化している現状があり，随時，それらの

動向を注視していく必要がある。最新の状況としては，平成３０年度，３１

年度を移行措置期間と定め，先行実施の有無に関わらず，全小学校の３年生

から６年生で年間１５コマ以上の外国語の授業を実施することとなってい

る。なお，授業の実施にあたっては，移行措置期間の２年間に限り，総合的

な学習の時間を外国語活動及び外国語科の授業に充ててもよいとなってい

る。 

・本市では今年度，教育委員会事務局担当者及び小学校長４名をメンバーとし

て，英語プロジェクトチーム（通称Ｅプロ）を立ち上げるとともに，鈴峰中

学校区・天栄中学校区を先行実施校区に指定し，新学習指導要領への円滑な

移行に向けた体制整備を進めている。 

・具体的な組織図としては，スライドの通りとなっている。まずは，Ｅプロで

具体的な取組の方向性を検討し，Ｅプロでの方向性を受け，作業部会にあた

る指導案作成・評価検討委員会で，指導教材や評価の具体案を作成し，再度

Ｅプロにて検討を行う。なお，本作業部会は学校現場の教員が中心となる。

その後，指導案作成・評価検討委員会で作成した教材や評価方法を，先行実

施校にて実践し，それらの成果と課題を検証していくという流れになる。 

・平成３２年度までの本市の計画は，今年度の取組の優先事項として，まずは

体制整備と捉え，モジュール学習で実施する教科を検討し，時間割編成の工

夫について研究している。次年度，平成３０年度に関しては，天栄中学校区・

鈴峰中学校区で継続して先行実施を行い，評価方法のための研究を進める計

画である。そして，平成３１年度，国の計画を１年前倒しで，市内全小学校

で先行実施を行うとともに，継続して評価方法について各校で研究を進め，

平成３２年度の完全実施に備える計画である。 

・授業時間数を捻出するための方法については，本市ではモジュール学習を活

用する方向性をＥプロで打ち出しているが，現在はモジュール学習で実施す

る教科について，研究を進めている。英語でモジュール学習を行う場合と，

英語以外の国語や算数などの教科でモジュール学習を行う場合とで，それぞ

れ期待される効果がある。そこで，本年度，鈴峰中学校区小学校では英語で

モジュール学習を行い，成果と課題の検証に取り組むとともに，次年度以降

の方向性を決定する。 

・具体的な取組として，スライドの２パターンの時間設定で実践研究を行って
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いる。なお，モジュール学習の狙いとしては，４５分の授業で指導している

表現及び語彙，または，既習の重要表現について，繰り返し練習することで

定着を図ることを目標とする。実際の指導にあたっては，英語力に不安を抱

える教員もいることから，指導案作成・評価検討委員会でモジュール学習指

導用のＩＣＴ教材としてＤＶＤを作成し，ＤＶＤを活用して基本表現及び語

彙の定着を図る。 

 ≪ＤＶＤ動画視聴：６年生の児童が５年生の復習 I like，Do you likeを行

う内容を抜粋したＤＶＤ≫ 

前半は，リズムに乗り，I like，Do you likeの表現を繰り返し練習する。

後半は，実際に会話をするＡＬＴ（外国人指導助手）の様子を視聴し，その

後，児童も実際にペアで練習をするという内容となる。ＡＬＴのやりとりの

部分には，本市が英語教育を進めて行く上で，今後大切にしていきたいこと

が含まれている。コミュニケーション力の育成という視点からも，必ず相手

の発言に，反応やコメントを加えるということである。ここでは，Do you 

like dogs? Yes, I do.の後の「そうですね，分かりました。」を意味する I 

see.である。何気ない一言であるが，このような表現を大切にした指導を行

い，会話のやり取りを，１往復半，２往復，そして，２往復半と増やしてい

けるよう指導を進めていく。 

 ≪ＤＶＤ動画の視聴：実際のモジュール学習の様子を撮影したＤＶＤ≫ 

このように繰り返し音声に触れ，実際に口に出してみることを大切にしてい

る。 

・体制整備については取組を進めているが，今後の小学校英語の喫緊の課題と

して，指導内容の高度化に伴う教員の指導力の向上がある。そこで，先行実

施校への支援として，Ｅプロの場で二つの取組を進めている。一つ目が校区

中学校英語科教員の小学校６年生の授業への派遣である。中学校英語科教員

が６年生の外国語活動の授業に関わることにより，英語の専門的な知識，技

術を要する指導を行うことが可能となる。二つ目の取組として，合川小学校

に在籍する三重県英語教育推進リーダーの効果的な活用である。この推進リ

ーダーを鈴峰中学校区４小学校へ毎月１回派遣し，各校にて師範授業や指

導･助言を行うことで，推進リーダーの継続的な活用を図っている。 

・教員の指導力及び英語力の底上げに向けた支援として，小学校英語に関する

夏季研修講座の開催，平成２６年度より英語教育の研究を進めている合川小

学校による公開授業の実施，ＡＬＴが夏季休業期間に希望のあった小学校へ

出向き，英語レッスンを行う出前講座，教員の自主的な研究組織である班別

研修会及び小学校外国語班へのＡＬＴの継続派遣を行っている。なお，今年

度は鈴峰中学校区小学校にも公開授業を依頼する予定である。 
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・そのほかの課題として，英語アシスタントの確保がある。まず，現在の，本

市ＡＬＴの内訳について，３種類のＡＬＴを小中学校に派遣するとともに，

任用形態に分けてＡＬＴの名称を使い分けている。一つ目は国の外国青年招

致事業，通称ＪＥＴプログラムより招致したＡＬＴである。現在，本市では

６名のアメリカ合衆国出身のＪＥＴを雇用している。二つ目は教育指導課嘱

託職員の国際化教育指導員のＡＬＴである。現在は，ウガンダ出身の職員が

勤務している。三つ目は有償ボランティアとして，小学校英語の授業のサポ

ートをお願いしている英語アシスタントのＡＬＴである。英語アシスタント

については，英語に関して母語及び母語に準じる運用能力を備える方を一定

の条件として，現在はアメリカ，フィリピン，エジプトの３か国から合計８

名の方に支援をいただいている。なお，ＪＥＴと国際化教育指導員に関して

は，定期的にミーティングを実施し，各校の取組状況の把握や，ＡＬＴの指

導力向上に向けたトレーニング等を実施しているが，英語アシスタントに関

しては，あくまでも有償ボランティアという位置付けであり，指導力向上の

ための研修等を行うことが難しい現状である。このような状況であることか

ら，数値による適正な評価が求められる中学校へは，ＪＥＴを派遣している。 

・現在，小学校５・６年生の外国語活動へは，１クラスあたり年間３５コマの

うち，ＡＬＴを２８コマ派遣しているが，全小学校を賄えるだけの英語アシ

スタントを確保できていない。そこで，中学校に勤務する５名のＪＥＴに関

しても，小学校へ年間２８コマ派遣し不足分を補っている現状がある。そし

て，新学習指導要領が完全実施されると，小学校での外国語の授業時間は現

在の３倍となってしまう。そのため，現在のＡＬＴ数に基づき，試算すると，

３年生から６年生の１クラスあたりへのＡＬＴ年間派遣回数が１４回程度

にまで落ち込んでしまうことが懸念される。 

・教員の指導力・英語力向上のための組織的な研修とともに，児童が外国語に

触れることができる環境を整備することは，今後の重要な課題となってい

る。ＡＬＴの人員を確保することにより，各学級への派遣回数が増えるとと

もに，状況によっては，終日ＡＬＴが同一校で勤務することが可能となる。

それにより，休み時間や給食の時間など授業時間以外でもＡＬＴとの関わり

が生まれ，学習意欲の向上に寄与することも期待される。また，ＡＬＴが，

授業の入っていない時間に，英語の教材や掲示物を作成することで，英語教

室の環境整備を進めることも可能となる。そして，担当教員と授業の打合せ

をしっかりと行うことで，質の高い英語の授業づくりにつなげることができ

ると考えられる。グローバル化が加速する社会の中で，これからの未来を担

う子どもたちが，異なる文化・習慣を持つ人々と共生していくための資質・

能力として豊かなコミュニケーション能力や語学力，とりわけ英語力が今後
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ますます重要となってくることは間違いない。本市においても，外国語教育

の更なる充実を図り，自分の意見や考え，そして郷土鈴鹿の良さを自信を持

って発信できる子どもの育成に取り組んでいきたいと考えている。 

 

（市 長） 

・これらの説明を踏まえ，意見や具体的な提案をいただきたい。 

 

（福嶋委員） 

・合川小学校で英語教育の先行実施をしてきたが，数年間の英語教育の中での

課題や利点等がどのように活かされているのか。 

 

（教育指導課指導グループ主査） 

・合川小学校では平成２６年度から英語教育を実施している。成果としては，

英語を道具として子どもたちに身に付けるための手法や実際の指導案，指導

内容等の実践を積み重ねてきたことである。また，課題としては，教職員の

力量，英語力，ＡＬＴとのコミュニケーション力等がある。 

 

（伊藤委員） 

・英語は，現在日常にあふれていて，英語は発音やイントネーションが大事で

ある。指導要綱にある小学校では，読み書きしないというのは，非常に良い。

小学校では，コミュニケーションツールとしての英語を学習できれば十分で

ある。普段はモジュールの授業としてＤＶＤやＡＬＴの授業を受け，シャワ

ーのように英語を聞くのが良い。また，退職した中学校英語の教員が指導や

助けに入ってもらえるとありがたい。 

 

（山中委員） 

・前提として，英語学習が必要だと考えてはいるが，学習時間の増加が非常に

問題である。１時限目前の朝の時間をモジュール学習に利用する場合，本来

であれば，この時間は，生徒の体調管理や担任が子どもたちを細かく丁寧に

見ていく時間であり，非常に大事な時間である。現状でも朝の時間が読書活

動や計算ドリル，漢字ドリル等の時間となっている状況である。英語プロジ

ェクトチームは，こうした学校現場の多忙化の現状を踏まえて，英語教育に

ついて十分に検討いただきたい。 

 

（下古谷委員） 

・授業の時間数が増えることに対しての懸念は，山中委員と同様である。４５
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分授業を１回受ける代わりとして，１５分のモジュール化の授業を３回受け

ることとなるが，授業の質の保証はできているのか。また，モジュール授業

の実施は朝と昼に想定されているようだが，朝にモジュール授業を行う場

合，保護者から集団登校の時間が早まる等が懸念・心配されることはないだ

ろうか。今後，道徳も教科化され，他の教科も学習内容が見直されることで

授業を詰め込むことになり，厳しい状況になるであろう。個人的なお願いに

なるが，先ほどの説明の中でもＡＬＴの確保が重要であるというのがあった

が，ＡＬＴの役割は大きなものであるため，是非各校１人のＡＬＴが常駐で

きるぐらい予算面も頑張っていただきたい。英語が好きでも社会に出るとな

かなか実際に外国人の方に対して，英語を使うことがないということが，調

査結果でも出ているようだ。このため，学校でＡＬＴを通じて英語に慣れ親

しむ，英語を使う機会を増やすことができればと思う。また，保護者との連

携も必要である。私も学校に通う子どもがいるが，なかなか学校の情報は私

には入ってこない。学校では，このようなことをしている等，アピールをし，

見える化をしてほしい。 

 

（市 長） 

・大きく二つの意見があった。一点目が，これからどのように運用していくの

かを含めた英語授業の内容について，二点目が，モジュール学習の実現に向

けて，子どもも先生も忙しい中で実質的にどのように取り組んでいくのかと

いうことである。 

 

（教育指導課長） 

・シャワーのように英語を聞くということについて，発音，イントネーション

含めて，ＤＶＤ等様々な教材があり，自然に英語が身につく授業が十分に考

えられるので，充実させていきたい。 

・モジュール学習時の授業の質の確保について，何度も繰り返し出てくるのが

効果的な場面はモジュール学習が有効であり，じっくりと深く考えるような

授業は，４５分授業が必要である。この効果的な授業時間の使い分けによっ

て，授業の質の保証をしていきたい。 

・登校時刻が早まる心配については，始業時刻を早めることは考えていない。

カリキュラムマネジメントの手法により，どの時間帯でモジュール学習を行

うのか検討していきたい。 

・保護者との連携については，情報発信力が足りないとのことであったが，保

護者との連携なしには教育の充実は成り立たない。地域とともにある学校を

より一層推進するために，学校通信やホームページ等で英語や道徳等の情報
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を発信していくことが非常に大事であるので，周知に努め，支援も行ってい

く。 

 

（教育委員会事務局参事） 

・ＤＶＤ教材については，Ｅプロで作成し，非常に良いものができあがってい

る。子どもたちが自信をつけるのは，外国人の先生と話すことが良く，ＡＬ

Ｔの増員を強く願っている。 

 

（伊藤委員） 

・子どもたちに英語が必要だと実感してもらうのは難しい。すぐに海外旅行に

行ったりすることも困難である。ＩＡＴＳＳフォーラムの方や長年海外赴任

していた方と話をしたりする機会があれば，社会に出てから英語が必要な状

況になるということが実感できるし，子どもたちへの刺激になるのではない

か。 

 

（市 長） 

・この会議の中で，ＡＬＴや教員ＯＢの人材の活用，本市の特性を活かした関

連団体との交流等の話があった。今から手探り状態ではあるが，一つ一つ有

効なものがあるので，何とか子どもたちに英語がコミュニケーションツール

として自然に身につくよう，合川小学校を中心に研究を進めていく。 

  

（３）事項３について 

≪教育支援課長から鈴鹿市の日本語教育支援システム 

～早稲田大学大学院との基本協定～について資料２に基づき説明≫ 

（教育支援課長） 

・これは，６月１４日の伊勢新聞の記事である。昨年度の５月１日現在で，全

国の公立小中，高等学校に在籍していた児童生徒数は，約８万人であったが，

この中で，日本語指導が必要な外国人児童生徒は，その４割にあたる３万４

３３５人となり，過去最高を更新したという記事である。 

・市内の小中学校に在籍している児童生徒数についても，今年度の５月１日現

在の人数は，６７８人となり，過去最高となった。鈴鹿市教育委員会と早稲

田大学大学院日本語教育研究科との教育的支援に関する基本協定書が締結

されたのは，２００８年だが，この時期は，外国人児童生徒が急増し，指導

方法等に大きな戸惑い，悩みを持っていた教員が多数いた状況の中での早稲

田大学大学院との締結であった。 

・外国人児童生徒が急増していた２００６年当時の課題として，南米の日系人
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が急増し，外国人児童生徒が在籍する小中学校が増加したこと，日常会話は

ほぼ理解できるが，学習内容は理解できないことが多いこと，日本語指導の

方法が分からない，担当者個人の経験・判断に任されているといった課題が

あった。 

・そこで，当時，鈴鹿市として求めたものは，どこの学校でも，一定水準の日

本語指導と適応指導が受けられる教育環境づくりが必要であることであっ

た。そのために，市としての基本方針を持った全市的な取組が必要であり，

まず，外国人児童生徒個々の日本語能力を客観的に把握した上で効果的な日

本語指導をしていく必要があるといったことが確認されていた。 

・早稲田大学大学院の川上教授が，日本語能力を把握するためのものさしにな

るようなものを開発しているという情報があり，本市が求めていたものと合

致したので，早稲田大学大学院との協定を締結することになった。まず，早

稲田大学大学院が開発した日本語能力を把握する方法を市内すべての小中

学校で活用すること，二つ目に日本語指導のあり方全般への助言をいただく

こと，三つ目に市教委に対する支援，日本語教育コーディネーターへの支援

などの内容で協定が締結された。 

・２００８年度からスタートした協定は，昨年度末で第３期目を終了したが，

この９年間の歩みの成果として，市内のどの学校でも受入体制を確立するこ

とができた。そして，日本語能力の把握，国際教室での初期支援，支援計画

の作成，在籍学級での指導という日本語教育支援システムが全市的に構築で

きた。また，日々の日本語指導が充実してきていることなど，受入体制や支

援システムの構築の面で成果を生み出すことができた。 

・母国語を第一言語とし，日本語を第二言語としている外国人児童生徒をＪＳ

Ｌ児童生徒と呼んでいる。早稲田大学大学院が開発した日本語能力把握のも

のさしであるＪＳＬバンドスケールを活用し，聞く，話す，読む，書くとい

う４つの力をレベル別に把握している。具体的には，管理職や国際教室担当

者，在籍学級の担任等が集まり，話し合いながら，ＪＳＬバンドスケールを

活用し，判定していく。初めて日本語に触れる段階をレベル１とし，日本語

で簡単なやり取りができる状態をレベル２としているが，レベル１からレベ

ル４あたりの児童生徒は，国際教室で特別に支援をしている児童生徒で，レ

ベル５からレベル７までは，通常の在籍学級で対応している。 

・昨年度末に実施したＪＳＬバンドスケールによる日本語能力の小学生の結

果である。バンドスケールが５未満というのは，日本語能力が厳しい子ども

たちだが，レベル５未満が，聞くが３８％，話すが４１％，読むと書くが，

５４％，５８％となっている。つまり，聞く・話す力に比べ，読む・書く力

が定着していないという結果になっている。 
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・早稲田大学大学院の日本語教育研究科が，鈴鹿市の取組・実践の様子をＤＶ

Ｄにまとめたものである。学校現場の研修等で活用している。 

・鈴鹿市立の小中学校に入学すれば，どの学校においても一定水準の日本語指

導が受けられるという体制が整えられてきたということで，外国人生徒の進

学率は，ほぼ９０％以上の進学率を達成している。 

・小学校の国際教室では，日本語でコミュニケーションする力を養い，在籍学

級では日本語で学習に参加する力をつけている。 

・中学校の国際教室では，日本語で教科の学習に参加する力をつけたり，自分

の進路を切り開く力をつけたりしている。 

・保護者への情報提供も重要な取組である。外国人生徒や保護者を対象にした

進路ガイダンス，小学生の段階から高校進学や大学進学等について学びあう

親子で高校へ行こう，就学前の５歳児の子どもたちと保護者に集まり及び義

務教育について説明する就学ガイダンスも開催している。  

・また，市役所西館１階に「コトノハ教室」を開設し，不就学や不登校になら

ないよう，初期の日本語指導や適応指導等を行っている。 

・外国人児童生徒の抱える課題は，まず，学力についてである。学年が上がる

につれ，教科学習に困難を感じる，またテストの問題文の内容が理解できな

い，理解しづらいといった児童生徒が少なからずいる。 

・不登校の課題も，日本人児童生徒に比べかなり高い状況となっている。母語

も十分でない，日本語も厳しいという，ダブルリミテッドの課題もある。ま

た，自信が持てないことが，ほかの様々な課題につながっていると考えてい

る。学習意欲が高まらなかったり，自分の将来に漠然とした不安感を抱いて

いたり，簡単に学校を休んでしまう状況もある。 

・保護者の教育力についても，課題がある。保護者自身が受けてきた教育がベ

ースとなり，日本の教育の慣習等に戸惑ったり，分からなかったりすること

もしばしばある。また，国内外の住環境の移動も少なからずあり，日本での

生活に見通しが持てない状況等も見られる。 

・課題解決に向けた取組について，全ての児童生徒にとってありのままの自分

を認めてもらえる安全安心な教育環境づくりを充実させることが基盤とし

て必要だと考える。異文化理解・多文化共生の理念を踏まえて，居心地のよ

い集団作りを充実・強化させていく。二つ目に，キャリア教育と一体となっ

た日本語指導である。今，学んでいることが，将来の生活とどう結びついて

いるのか，夢や目標を実現していくために，今，どういう学びが必要なのか

といったキャリア教育の視点を十分に踏まえた日本語指導を推進したいと

考えている。三つ目として，自己肯定感を高め，豊かなアイデンティティを

育む教育を推進していくことである。心が安定して学習意欲が高まり，前向
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きに進路を切り拓いていくことにつながっていくと考える。 

・外国人児童生徒が進路を考えていく上で必要な情報が家庭で不足している。

高校入試のことや就職等のことでも，より明確に，早い段階で情報提供し，

外国人住民の子育てを支える様々な相談体制を充実させていくことが必要

である。 

・グローバル化の進展に伴い，在留外国人の増加，出身国の多様化，国際結婚

等により外国にルーツを持つ日本人の増加等の状況は，ますます進展するも

のと考える。学校における児童生徒の国際化も，今後一層進展する。 

・早稲田大学大学院との協定締結の後，受入体制と支援システムは，全市的に

整い，大きな評価をいただいている。今後は，より丁寧に，より効果的な取

組が推進されるよう，努力していきたい。 

 

（市 長） 

・これらの説明を踏まえ，意見や具体的な提案をいただきたい。 

 

（伊藤委員） 

・労働人口が不足していることから，労働力確保のため，入管法を変えてどん

どん日本に外国の方が入ってきている。このような中で，これだけ日本語教

育に力を入れているのは，大いに評価されるものである。日本語が分からな

い，また母国語も分からないダブルリミテッドが一番かわいそうである。中

途半端な状況で，母国へ帰ることになっても大変である。ダブルリミテッド

は行政だけでは対応が難しいので，ＮＰＯの方たちのお力を得て民間の力も

入っていただかないといけないと感じる。 

 

（山中委員） 

・２００６年頃を振り返ると，なかなか国際学級もなく，外国人籍の生徒が１

か所に集まって日本人生徒と対立してしまうような場面も見受けられた。こ

の十何年の中で，日本の子どもたちも外国籍の子どもたちをごく自然に受け

入れていくようになった。日本の子どもたちがこの十何年で大きく成長して

きたと思う。これは，鈴鹿市が外国籍の方をたくさん受け入れてきた中で，

必然的な流れ，また教育委員会がこうした取組をしてきた中での成果である

と考える。是非ここまで作り上げたものを大切にしてほしいと思う。その中

で，鈴鹿市がこれからも大切にしてほしいのは，教育支援課が外国人教育を

受け持つ意味を十分に理解してほしい。他市であれば，日本語教育に特化し

て，外国人児童生徒の抱える課題にまで踏み込んでいくような視点が弱い市

町もあるが，こういったものを鈴鹿市が過去十何年大切にしてきたのは，す
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ごく大きいことである。結構な教育予算が外国人児童生徒に投資されている

が，まだまだ足らないと言われている。教育委員会だけではなく他部署も含

めて，外国人の方がきっちりと生活していけるようなものに投資するのは，

安いものであると思う。 

 

（福嶋委員） 

・高校生が持っている悩みを聞くことがあるが，進学する意欲が湧いてこず，

就労してもよいところへ就労できない。親御さんの無関心もあって，大きな

問題だと感じる。初めて日本語の授業を受ける方を集めて，授業をすること

はできないか。 

 

（教育支援課長） 

・１か所に集める拠点校方式と呼ばれる方式だが，市町によっては採用してい

るところもある。しかし，これだけたくさんの外国人の方々が鈴鹿市に入っ

てきている状況のことを考えると，どこの小中学校でも受け入れられるとい

う，小中学校の足腰を強化した方が現実的には柔軟に対応ができるのではな

いかと考えている。 

 

（福島委員） 

・それぞれの学校で受け入れるというのは，鈴鹿市の持つ姿勢だと思う。自分

たちの生活圏で勉強ができ，友だちと触れ合えるというのは，お金はかかる

が，こういった姿勢を強化していくというのであれば，それを進めていって

ほしい。 

 

（市 長） 

・外国人集住都市会議や様々な会議に出るときに，本市の多文化共生や外国人

児童生徒の日本語指導のことについて，かなり評価をしていただいている。

一番苦労した当時の小学校の先生方が，研究を積み重ねた結果であり，歴史

と経験が早稲田大学大学院とのＪＳＬバンドスケールということにつなが

っていると思う。他県他市では１か所にコミュニティーを作り，そこで市営

住宅やアパートに外国人の方が集中して暮らしている。この場合，かえって

日本人との距離が離れて，コミュニティー形成が難しくなる。本市では，そ

れぞれの学校が足腰を強めることによって，市全体のコミュニティー形成に

つなげている。また，日本の先進モデルとして，本市は第三国定住の難民の

受入れも行っている。自信を持ってこうした取組について，しっかりとつな

げていきたい。 



13 

 

 

（４）事項４について報告 

≪教育指導課長から 学力向上について資料３に基づき報告≫ 

（教育指導課長） 

・平成２９年４月に実施したみえスタディ・チェックの結果について報告する。

小学校については，県の平均正答率を下回る教科があったが，ほぼ県平均と

同様の結果となっている。小学校５年生については，国語，算数は県平均を

上回ることができている。 

・中学校の数学では，１年生が３ポイント，２年生が３．７ポイント県平均を

下回っている。学年が進むにつれて差が広がっている状況である。 

・調査内容は主に前年度に学習した内容であることから，前年度の学習が定着

しておらず，算数，国語の授業改善を一層進める必要がある。各学校におい

ては，既に自校採点により成果と課題を把握するとともに，県教育委員会が

設置した授業改善サイクル支援ネットのシステムを活用し，早期の授業改善

を進めている。 

・家庭とも連携して，家庭学習の充実を図り，校内研修で授業改善のあり方を

検討したり，１学期の学習の弱点を夏休み中に改善できるようサマースクー

ルの開設や，県教育委員会作成のワークシートの活用を図る取組を行ってい

る。今年度も昨年度に立ち上げた学力向上プロジェクト会議を継続して開催

し，学力調査結果を踏まえた具体的な授業改善のあり方について，校長会と

も連携して検討を重ねている。今後も鈴鹿の子どもたちの未来ために，学力

向上の取組が全小中学校で充実するよう，教育委員会として支援していきた

いと考えている。 

 

（下古谷委員） 

・中学校の 1年生，２年生で数学がマイナス３％，マイナス３．７％というこ

とで，少し開きが大きくなっているが，主な原因はあるのか。また今後の対

策・計画は何かあるのか。 

 

（教育指導課長） 

・ここには，全体的な結果が載っている。課題は記述式なのか，選択式にある

のか，また，領域別に見た場合に，図形なのか，計算なのかという部分の分

析を詳細に行うとともに，それぞれの学校によって結果が異なるため，授業

改善の具体的なあり方について，校長会や教頭会でお願いをしていく。学力

向上プロジェクトの中でも校長の意見を聞きながら，様々な要因を分析し，
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手立てを講じていくことが大事である。 

 

（教育委員会事務局参事） 

・今回の調査結果では，それぞれ学年が違うので，対象の子どもも異なるため，

経年で進歩を見る必要がある。 

 

（市 長） 

・みえスタディ・チェックが始まり，経年で結果を追うことによりどのような

課題や強化方法があるのかが見えてくると思う。また，それぞれの学年の背

景も見えてくると思う。 

 

≪教育支援課長から 不登校について資料４に基づき報告≫ 

（教育支援課長） 

・資料４の全児童数に占める不登校の比率のグラフの中で，青は鈴鹿市，赤は

三重県，黒は全国のグラフを表している。小学校では，平成２５年度，２６

年度，２７年度と減少傾向にあったが，平成２８年度は増加に転じた。全国

の割合も右肩上がりに推移している。中学校は，平成２８年度は少し減少し

たものの，ほぼ横ばいの状況となっている。全国的には，小中学校ともに徐々

に増加傾向にある。 

・平成２８年度の市内不登校児童のうち新たな不登校と継続した不登校の割

合のグラフで，中学１年生の７１．７％というのは，小学校６年生では不登

校ではなく，中学校１年生で新たに不登校になった生徒の割合である。 

  また，２８．３％は小学校６年生のときから不登校を継続している生徒の割

合である。他の学年に比べ，中学校１年生は新たな不登校となる割合が非常

に多いことがわかる。いわゆる中１ギャップを解消する取組や小中連携の

充実が必要であると考えている。不登校を減らすために，新たに不登校とな

ってしまう生徒が生まれない取組をしていくことが必要であると考えてい

る。 

・初期対応の充実・強化として，今年度から不登校対策プロジェクト会議を設

置した。学校長の代表者と市教委，子ども家庭支援課が課題を洗い出し，効

果的な取組や成功事例を広めていけるよう進めている。また，今年度から１

０日以上の欠席者を市教委に報告し，早い段階で学校と市教委が連携して支

援にあたっている。特に，担任まかせにせず，組織的な初期対応ができるよ

う，欠席が連続３日，累積欠席日数が５日となった段階でカルテのような支

援シートを作成しながら取組を進めている。小学校の段階で，不登校傾向が

あった場合や，低学力傾向のまま中学校へ入学した場合，または発達に問題
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を抱えている生徒は，新たな不登校になりやすい。小中学校間の情報共有を

緊密に行い，小中連携の取組を一層充実させていくことが必要である。 

・小学校に派遣しているスクールライフサポーターは，不登校を増やさない取 

組として学校現場から大きな支持をいただいているので，今年度も継続して

いる。 

 

（伊藤委員） 

・不登校の生徒の要因として，少し発達障害がある等子ども側の理由によるも

のや，貧困などもあると思うが，大きく分けるとどういうことが考えられる

か。 

 

（教育支援課長） 

・全国学力学習状況調査等の結果と同時に文部科学省の児童生徒質問紙，問題

行動調査等の様々な各種調査があり，その中で子どもたちや担任の先生の見

立てでは，一番多いのが無気力という状況である。さしたる理由がないにも

かかわらず，子どもの元気が出てこない，前向きなエネルギーが出てこない，

あるいは小学校で比較的多いのが，家庭環境の急激な変化ということもあ

る。これが原因だというものは病的なもの等いろいろあるが，一番大きいの

は，理由ははっきりしないが前向きなエネルギーが出てこないというのが一

番多いのが現状である。 

 

（山中委員） 

・初期対応の充実・強化ということで教育委員会，学校現場も対応しているが，

成果が見えにくい分対応が難しい。どうしても暗い話題であるので，成功例

のような取組の明るい結果の部分を，全小中学校に発信していけないか。 

 

 

（教育支援課長） 

・小学校に１５名のスクールライフサポーターを派遣しているが，実際には家

庭に引きこもってしまう子どもたちが，スクールライフサポーターを派遣す

ることで，学校へ出てくるようになったという小学校がたくさんあり，この

あたりの成果をまとめている段階である。教育委員会定例会でもこうした成

功例を情報提供していく。 

 

（教育委員会事務局参事） 

・今年から始めた取組で，休みがちになっている生徒をホワイトボードに書く
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ようにした。全職員が情報を共有することで未然に不登校防止になるという

ことで，今後成果が期待できる。 

   

（福嶋委員） 

・外国人のお子さんのところで，自己肯定感という言葉があった。全般的にど

この日本人のお子さんでも，学力も大事であるが，それ以前に，不登校を防

ぐため早くから自己肯定感を育てていくという教育が根底になることが必

要ではないか。 

 

≪教育総務課長から安全・安心で安定した給食の提供に向けてについて報告≫ 

（教育総務課長） 

・ハード面について，平成２６年度から計画的に整備を行っている自校給食調

理室の年次計画整備として，平成２９年度については，郡山小学校の給食調

理室の改修工事を実施する。具体的には，給食調理室の空調設備等の設置，

及び排水設備の改修等である。 

・ソフト面では，これからも引き続き地元食材の採用など地産地消に取り組む

とともに，学校給食に関する衛生管理等，調理員の資質向上に係る研修会の

実施を進める。また，給食経理の改善等にも取り組み，自校調理を実施して

いる小学校の給食会計について，さらに精度を高めるための方策を講じ，よ

り安定した給食経営ができる制度設計を行っていく。 

 

（市 長） 

・本日は，大事な教科と早稲田大学大学院との協定も結んだところであり，そ

のことをお知らせ，ご報告をしたいということもあり，事項１，２と進めて

きた。また，昨年度から引き続き取り組んでいる本市の課題というものは，

この不登校というところにあると思っている。また，学力向上についてもＯ

Ｂの人材活用や，スーパー先生ではないが授業の上手な校長先生等に若手の

教職員の皆様の指導も含めてやっていただいた成果も，こういった学力のと

ころにつながってくると思っている。皆様方と経過を共有するため，給食も

同様であるが，報告事項に入れた。今日はあまり時間がないが，教育長の初

めての総合教育会議への参加ということで，最後まとめて教育長から所感や

意見をお願いしたい。 

 

（教育長） 

・皆様方が子どものこと，鈴鹿の教育のことを本当に真剣に考え，そして教育

の根本のところで，例えば学ぶことの意義を分からせて学習に向かわせるこ
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とが大事である。根本的なところを皆様と共有できたことを非常に嬉しく感

じた。また，日本語教育支援システムについては，非常に良い評価をいただ

き，応援していただいた。先ほどから自己肯定感という話があったが，自分

自身の自己肯定感が高まった。同時にまたこれから益々責任を強く持って頑

張らなければならないといけないという気持ちになった。未来のある子ども

たちのために頑張るので，お力添えをよろしくお願いしたい。 

 

（市 長） 

・それでは，事務局から連絡等ありましたらお願いしたい。 

 

（総合政策課副参事兼政策推進グループリーダー） 

・第２回開催については，次回テーマについて，事前に市長と協議の上，適切

な時期に開催する。 

 

≪市長から閉会の挨拶≫ 

・以上をもって，第２回鈴鹿市総合教育会議を終了する。 

 

 


