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１ 開会 

 

(小橋新県政推進室長兼企画県民部長) 

それでは、令和３年度第２回の兵庫県総合教育会議を開催いたします。議事進行

につきましては、新県政推進室長兼企画県民部長の小橋が務めさせていただきます。 

開会に当たりまして、齋藤知事からご挨拶をお願いします。 

 

（齋藤知事） 

皆さんお疲れ様でございます。改めまして兵庫県知事の齋藤元彦でございます。教

育委員の皆様には大変お忙しいなかお集まりいただき、ありがとうございます。 

平素より、兵庫県の教育の充実、発展のため、それぞれの所見そして知見をお借り

して、教育委員会の運営をしていただいていることを改めてお礼申し上げます。 

本日、兵庫県の総合教育会議ということで、私は８月１日に就任をして、初めての

総合教育会議になりますが、知事部局側と教育委員会でこれからしっかり連携をして

様々な取り組みを一緒になって、やっていくことが大事だと思っております。現在は

コロナが落ち着いてはいますが、第６波が来ると教育現場の子どもたちにも大きな影

響が出ると思います。感染の再拡大を抑えつつ、日常の生活をしていくことで、子ど

もたちの教育の機会をできるだけ対面で確保することも重要ですし、一方でICTの活

用も重要だと考えています。 

小中学校ではタブレットを配付しており、高校でも来年度から１人１台端末になる

ので、ICTツールを活用していろんな取り組みをこれからやっていただくことが大事

だと思います。特に国際化を進めるうえで、国内外の子どもたちがいろんな形で交流

をしていくとき、このICTツールという観点から新しい時代を切り拓いていくことも

大事だと思います。 

私も、小さな子どもがいますが、子どもたちにいろんな体験をしてもらうことが大
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事で、山、川、海などいろんな自然の体験や、地場産業などを作ってみることや、陶

芸とか文化芸術とか、いろいろな体験を幼少期から体験することが重要だと思います。 

そういった体験もデジタル化の社会のなかで、時代に合わせて体験の場を整えてい

くことも大事です。兵庫県は私立、公立も含め様々な学校があり、多くの子どもたち

がいますが、これから兵庫県で大事なのは教育、そして人づくりです。 

これからの時代、県からより多く素晴らしい人材を排出できるような教育をぜひ推

進していきたいと思います。 

本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

ありがとうございました。 

本日の出席者は資料のとおりですので、議事に移らせていただきます。 

本日の進め方ですが、兵庫の教育の展望ということで、各委員から、それぞれの専

門分野に応じて提案をいただいております。各委員からそれぞれご発言をいただいて、

テーマごとに知事からの発言と、自由な意見交換ができればと思っております。 

それでは、まず初めに清水委員からよろしくお願いします。 

 

（清水委員） 

それでは、私からは兵庫型体験教育の更なる充実と発展について、お話しします。 

兵庫県は全国に先駆けて体験教育を実施してきた先進県でもあります。体験教育は、

教科書や教室を離れ、直接五感で人や社会、自然の実際に触れる、そして当事者とし

て考え、ときには仲間と一緒に行動する、そうしたプロセスや内容を多様に持ちます。 

例えば自然学校は、１９８８年にスタートしたもので、３０年以上の経験があり、

全国に１０数年先駆けての取り組みでした。兵庫ならではの多様な施設ゲレンデや、

リーダーシップがあって実施可能となりました。教員だけでは難しく、社会教育の現



－3－ 

場や施設で、サポートする指導者の質、量がそれなり見込まれてのことでした。 

中学校では、トライやる・ウィークを実施します。これは中学校２年生が連続した

５日間で社会体験活動を行うものです。地域の職場体験や、福祉現場、コミュニティ

活動、NPOや環境保護などの活動に広く関わるものです。ただし、これは職業体験が

目的ではありません。実は２５年前の１９９７年に連続小学校児童殺傷事件があり、

その犯人が中学生だったという痛ましい事件を私たちは経験しました。そこで、事件

が起こった背景として、子どもたちが地域や身近な社会の多様な人格や活動に触れる

ことのない暮らしや、そうした成長に必要な体験が質、量ともに枯渇しているのでは

ないかということが指摘されました。実際的に地域や人に触れる体験や活動がないか、

社会貢献活動も含めてできることはないか、そうした教訓から生まれた取り組みがト

ライやる・ウィークです。いろんな人に支えられ、いろんな関わりを経て、私たちは

生きているのだ、暮らせているのだという実感を得る体験を目指したものです。 

さらに、高校生ではインターンシップ制度いわゆる就業体験を実施します。 

子どもたちの年代と若干違い、いわゆる進学や就職を控えて、製造業、建設業、サ

ービス業や福祉現場に至るまで、時には県庁部局でも見かけることがあります。いわ

ゆるこの地域貢献活動、実は、広い意味で仕事はすべて貢献活動なわけです。働き手

の視点でいろいろな社会ニーズに触れてもらうこと、そうした体験をねらう事業です。 

資料の上部に戻りますが、その背景や課題について、４つポイントがあります。 

まず、いじめやひきこもりを助長しがちな近代都市文明の生活環境が一つあります。 

ネット遊びや、一人遊びは気軽で楽しく、それ自身は貴重ですが、それ以外はやら

ない、できないという子どもたちが増えて、バーチャルなバトルゲームに没頭し、日

常に行き詰まると、「人に危害を加えたかった」というパニックな思いに至る事例も

起こる昨今です。ネット社会の利便性に伴うリスクで被害や中傷にあうことも日常的

です。生の人間関係が質量ともに不足し、欠落しがちな時代でしょうか、子どもたち

が外で群れて元気に遊ぶ姿が地域であまり見られなくなりました。 
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地域の冒険広場や子どもたちの遊びを中心とした地域づくり、こうした多様な取り

組みは、部局の政策としても実施されていますが、これらは単に子どもの活動のみな

らず、地域づくりまちづくりへの取り組みとしても、検証を加えながら、継続して取

り組まれるべきだと思いますが、そろそろ質的に転換をしなければいけない時期に来

ていると私は思います。 

実は集団遊びの不足と平行して子どもたちの運動能力が低下しています。これは体

育の授業では賄えないものです。皮膚感覚で日常的にいろんな人や物と触れて遊ぶ、

ともに生きる感覚もそこから学ぶのです。子どもたちの成長の不安が、社会の将来の

不安に繋がっていかないか、まさにそうした心配をするものです。 

２点目に自然教室は自然体験、生活体験、チャレンジ体験そして社会体験の場であ

るということ。いろんな表現をとりましたが実は、キャンプというのは食、住、働く、

遊ぶの生活をゲーム化したようなものだと私は考えています。だから失敗も楽しいの

です。キャンプにおいて仲間はとにかく貴重で、その人と性格が合うか合わないかで

はなくて、協力できるかどうか、まさに頭数としてお互いが必要なのです。この割り

切った生活感覚を身につけるためには、良い意味で追い込まれる生活が必要で、恵ま

れた環境ではやりにくく、シンプルな言葉や具体的な体力活動が必要な場面が体験し

やすい。そこでの経験や知識が、知恵とか考え方に変われば、チームワークの基本が

学べ、体験教育を行っている甲斐があります。 

３つ目には、自己肯定感の獲得。私は自己肯定感というのは、小さな成功体験の積

み重ねで育つ自己認識だと思います。つまり小さな自信です。まず親のいないところ

で寝食できたこと、みんなと５日間過ごしたけど、どうもなかった、一緒に遊べた、

嫌な子とも一緒にご飯を食べた、話を聞いてもらえた、賛成してくれたなどの経験か

ら周囲とある程度うまくやれる自分を実感できたことが大事です。 

これはなかなか、教科書の読み取りや筆記テストだけでは育まれにくいものです。 

現代の子どもたちは自信を早く失ってしまい、当たり前の生活の中からシンプルな楽
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しみを見つけることや、喜びを見いだすことが簡単ではありません。その場面や実感

を多様につくるのも、体験活動の機会ではないかと思っています。 

それから、体験学習の機会を量的に増やしていくばかりではなく、今後はそれをど

う生かしていくのかがテーマではないかと思います。確かに、実際体験が少ないとす

ぐ頭でばかり考え、行き詰まります。知的に割り切ろうとして感情を無視した結論を

出そうともします。そうではなくて、失敗から学ぶこと、失敗をユーモアやエピソー

ドで語ることができる、柔軟で強い人間性を育てることが体験教育の根幹です。 

そうしたプロセスを試行錯誤しながら、体験できる場が必要です。教師もそうです

が、関わる大人たちも落ち着いたフィードバックをサポートする役割が大切になるで

しょう。いま、少しその辺にゆとりがないようにも感じます。今後はそうしたフォロ

ーシップを伴った気づきの支援が課題になると思います。 

さらに、地域ではスポーツクラブや冒険広場などの活動をコロナ禍で中止せざるを

得ない大変な状況を迎えています。しかし、ここで負けてはだめで、常に新しい評価

を加えながら、こうした地道に取り組まれてきた活動を兵庫はもう一度、地域の力と

して盛り上げなくてはいけないと思います。 

家庭は養育、学校は教育、地域は育成。社会教育も育成の立場ですが、連携なくし

ては、子どもたちの育つ環境がままならないのが今日です。幸い知事が、子育てする

親の立場であるという強みを生かし、ご支援いただければと思います。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

ありがとうございます。では知事からご発言お願いします。 

 

（齋藤知事） 

貴重な、御提言ありがとうございます。現在の取り組みは、この資料のとおり小学

校３年生から学年の節目ごとに、いろんな体験をしているところです。 
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一つ、質的な転換をしなくてはいけないとおっしゃっていましたが、それはどのよ

うな趣旨ですか。 

 

（清水委員） 

例えばトライやる・ウィークでは中学生が、できるだけ自分の家や学校など地域に

近いところで、「いらっしゃいませ」の立場や、掃除して綺麗にしてお客様を迎える

立場、悪い例ですが万引きされたら困るという営業者の立場など、サービスを提供し、

お店を維持する立場に立つということが、社会体験なのだろうと思います。同時に、

働く側から町や人を見ることでもっとこの町が賑やかになるためには、もっと商店街

が活気あふれるようにするには、お年寄りがもう少し安心して住めるようにするには

どうしたらいいのか、そうしたことを仕事として考えている人たちの思いや願い、人

格に触れるということが一番大事なことかと思います。 

また、NPOや福祉活動にいたっては直接の利益ではない、人の安心とか幸福に関わ

るということそのものが仕事になるということを知るということ、色んな人と出会い、

関わり、自分の将来モデル、人格モデルに出会うということが大きいと思います。 

社会体験を設定するときに、学校の先生方が地域で奔走されます。そうすると、学

校と地域が先生を通して繋がることになる。これもまた一つの社会体験の隠れた成果

だろうと思います。いわゆる標準家庭が地域の多くを占めなくなった。少数の家庭で

しか子どもたちがいないという状況では、地域は学校が今、何をしているかわかりま

せん。トライやる・ウィークを契機に先生が地域に来て、子どもたちの受入れをお願

いすると、子どもがいない家庭や大人でも生徒を引き受け、子どもと関わることがで

きるようになる。 

こんな視点で、トライやる・ウィークなんかも、少し繋がりや事業として定着して

きたら今度はこの事業そのものが持つ地域性や、子どもたちが地域とのかけ橋になる

ことができたかなどということも一つの評価の視点にする必要があるかと思います。 
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（齋藤知事） 

ありがとうございます。まさに人との繋がりは大事なところだと思っています。子

育てしている当事者からいいますと、日々の学校生活以外に放課後は塾などいろんな

習い事をする子どもが増えている一方で、こういった自然体験などの体験型活動と日

常生活をどのようにバランスを取っていくのかが大事かと思います。 

そこの現実的な子どもの日常と、こういった想像力を育む機会を提供する体験活動

をどうミックスしていくか、そのあたりはどうお考えでしょうか。 

 

（清水委員） 

今、自然っていうのは、お金を払わないと見えないし触れられない、もしくは箱庭

のような造成した自然でないと身近では見られないものになっています。もっと言い

ますと兵庫県でいえば自然に近い所のゲレンデの淡路や但馬の子どもほど、自然に触

れて遊ぶことが実はできていない。危険だから行ってはいけないことになっています。

泳ぎは海、川ではなくスイミングスクールです。このように、自然、という言葉の意

味も一様ではありません。 

私はむしろ、自然と人間との関係性は随分昔と変わっているわけですので、季節感

覚とか、自然の営みにもっと関心を持ち、日の長さや味覚また、生きもの、動植物へ

の関心など、身近に実感できる機会が大切だと思います。私たちは子どもたちが、け

がをしない社会や、きれいな町は作ってきましたが、自然に対して自分たちがどう関

わり親しむかということは意外と意識化されず、伝えられてもいないので、この辺り

のところも今後、テーマになっていくと思います。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

ありがとうございます。次に、牧村委員からご説明をお願いします。 
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（牧村委員） 

兵庫県の教育施策の基本的方向性を示す第３期「ひょうご教育創造プラン」におい

て、「『未来への道を切り拓く力』の育成」を重点テーマに掲げています。これは、

我々教育委員の意見により、設定されたテーマであるが、その意図は、これからの予

測困難な時代を力強く生き抜いていってほしい、そのための力を兵庫の子どもたちに

身に付けてほしいという思いからです。グローバル化が一層進展し、技術も急速に進

歩していく。これまで以上にヒト、モノ、カネ、さらには情報が、国という枠を通り

越して、移動していく。こうした未来社会を生き抜くための教育施策を展開するべく、

このような重点テーマを設定しました。 

予測困難な時代を力強く生き抜いていくため、ICTは必須のツールです。この総合

教育会議の場をはじめ、私は、かねてからICT活用の重要性について強く意見を述べ

てきました。私のこうした意見に対して、教育委員会も、そして知事部局も共感して

いただき、昨年度、本県では、他府県に比して迅速な環境整備が行われてきました。 

県立学校では、無線LAN環境、タブレットや大型提示装置といった機器が整備され、

通 信 回 線 も 大 幅 に 増 強 さ れ 、 来 年 度 の 入 学 生 か ら は 、 BYOD（ Bring your own 

device）を導入し、個人所有の端末での１人１台端末環境が実現します。市町の小中

学校でも、国の「GIGAスクール構想」により、１人１台端末環境が構築されています。 

県立学校では昨年秋に環境整備がされ、１年以上が経過したわけだが、実際、学校現

場を訪れた際も、教室に目を向けると、タブレットや大型提示装置を活用した授業を

行っている様子が見られるようになりました。徐々にではあるが、ICTを活用した教

育が浸透していっていると実感しています。 

しかしながら、これは「徐々に」であり、「学校どこでも」というわけではない。

無線LAN環境について言えば、教室だけでなく、実習現場や、体育館、講堂なども整

備することで、教育の幅をさらに広げることができると思います。 
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また、一定程度の環境整備がなされた今、これからは活用のフェーズとなるが、一

部の熱心な先生だけがICTを活用するのではいけません。子ども達は今も学びを進め

ているのであり、ICTアレルギーの先生が退職するのを待つわけにはいきません。程

度に差はあっても仕方ないが、学校のどこでも、全ての先生が、当たり前のように

ICTを活用した教育活動を展開していかなければならない。先生方のスキルアップは

当然必要であり、教育委員会としても、従来の研修講座の充実に加え、オンラインで

の「ICT活用指導力 ステップアップ・プログラム」の実施、先導的な先生を育てると

いうことで、「HYOGO(ひょうご)スクールエバンジェリスト」による授業実践事例の

発信も行っています。 

こうした教員サイドのスキルアップも必要であるが、それ以外にICT活用を妨げる

弊害も打破していかなければならない。例えば、技術的なサポートが不可欠です。本

来、教員が担うべきではない、技術的・専門的な内容まで負担をさせては、働き方改

革にも逆行することになります。今年度も、教育委員会では、ICT技術者を配置し、

県立学校のサポートを行っているが、さらに組織的な体制を構築していくなど、サポ

ート体制を強化する必要があります。 

また、一部の先生からは、ネットトラブルや、情報セキュリティを懸念するあまり、

ICT活用を躊躇するケースもあるようです。過度な規制により、活用が妨げられるの

も好ましくはないが、当然ながら情報モラル教育は重要になってきます。こうした情

報モラルの醸成には、学校現場だけでなく、家庭、地域、関係機関など様々な角度か

らのアプローチが必要であり、教育委員会の立場で言えば、学校現場で先生方が使い

やすい教材も必要だと思います。 

残念ながら、ICT活用について、海外に比べ、日本はまだまだ遅れている。「全て

の学校」で、「全ての教室」で、ICTを活用した創造的な学びが展開され、この兵庫

県で育った人材が、「未来への道を切り拓く力」を持って、兵庫を、そして日本を引

っ張っていけるよう、私たち教育委員、そして教育委員会事務局、さらには知事をは
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じめとした知事部局との一緒になった取組みが必要不可欠だと考えています。強力な

推進を引き続きどうかよろしくお願いします。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございました。先ほど清水委員がおっしゃった現実世界の自然体験や五

感で感じるものと同じくらいICTは大事かと思います。 

例えば、川崎重工がこれからやろうとしている、カーボンニュートラルの世界等も

含めて、最先端の技術などは海外で開発されていることもあるので、リアルでは体験

できない現状がある。そういったものを子どもが、それぞれの家庭で最先端の社会の

生きた情報を知る手段として、ICTを活用していくことが重要と思っており、そうい

う意味で、これからどうICTを活用していくかだろうと思います。 

その辺がおそらく公立と私立で、顕著に差が出てきているのではないかと思ってい

ます。私も同世代の保護者と話していると、私立はタブレットの活用などはかなり進

んでいて、スポーツをしている動画を撮って提出させるとか、いろんなタブレット教

育の活用の仕方が出てきています。 

そういった状況を踏まえて、これからどういったICTの活用の仕方がいいと思いま

すか。 

 

 

（牧村委員） 

私立と公立の差は確かにあります。私が関係している某有名私立校などでも、この

１０年で飛躍的にICT活用が展開され、公立より遙かに先を行っています。それに、

企画から実施までのプロセスが非常に早いです。一方、結果が出ない場合はすぐにや

めます。そうした色々な活用をスピーディに試し、良いものはどんどん取り入れてい

くことが大切かと思います。 
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ただし、より広い視点で観ると、ICTはツールにとどまらず、社会の課題をDX（デ

ジタル トランスフォーメーション）で解決していくという方向で捉えないといけな

いと思います。教育もその一環で考えていくべきでしょう。 

振り返りますと今までの教育というのは、例題１に対して回答１を教え、次の例題

２に対して回答２を考えさせるというようなスタイルが多かったわけですが、これか

らの時代はそういうわけにはいきません。問題そのものを考える、それも、できるだ

け大きな問題を考え、大きな変革をやるという人材が必要になってきます。しかし、

それが極めて苦手な子どもたちが多いようです。 

将来求められる人材はいくつかあると思いますが、まず自分の隠れた才能に気づい

て個性を伸ばし、自らが主導しながら双方向で取り組む姿勢が重要です。 

そのうえで、まずは物事を俯瞰的に見てほしい。ただ、大きな問題を考えれば考え

るほど二律背反、三律背反になるので、そういうときに複眼的に見る能力も必須です。

このことを私はいつも「鳥の目・虫の目・魚の目」で捉えようと申し上げております。 

更には、大きな問題解決に向けて、わくわく感や学ぶ楽しさ、チームワークを大切

にしないといけない。私は会社でいつも「チームで響きあう」と言っておりましたが、

色々なスペシャリスト（専門家）とゼネラリストがタテ・ヨコのマトリックスを組み、

「チームで響きあい」ながら共同でプロジェクトを推進し、みんなでゴールを目指す

必要があります。 

例えばカーボンニュートラルでいうと、絵に描いたような単純な話ではなく、矛盾

に満ちた現実世界の中において未来志向で取り組まないといけない戦略課題であり、

しかもグローバルな社会の中で捉えるべき極めて大きな課題ですので、非常に多くの

スペシャリストとゼネラリストの協働作業が不可欠です。 

そういう流れでいうと、２つのタイプの人材を育てる必要があります。一つは専門

性をとことん突き詰めるタイプ、もう一つはゼネラリストとして総合力を高めていく

タイプで、それぞれが切磋琢磨し全体最適を目指します。もちろんICTやDX（デジタ
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ル トランスフォーメーション）で武装しておくことは非常に大事です。 

若い人たちが未来への道を切り拓き、競争の激しいグローバル社会の中で力強く生

きていけるようにするという観点からいえば、私が述べてきたようなことも参考にし

て、今後の新たな教育の方向性を検討していく必要があるのではないかと思います。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございます。専門的な人材とゼネラリストの人材をどう育てていくかと

いうのは行政も同じで、私はゼネラリストでずっとやってきました。一方で、これか

らの行政の分野でいうと教育もそうですが、環境や産業振興などは、スペシャリスト

も必要です。子どもたちの特性を見ながら、人材育成をしていくことが重要かと思い

ました。そういう意味でICTも一つのツールですので、結局それを使ってどういうふ

うに子どもたちが生き抜いていく力などを育んでいくかが大事だと思います。 

あとは複眼的な視点というものが本当に大事だと思います。環境問題のこういうの

はいいことだと言いつつも、別の観点で考えると課題もあるということを見抜く力は

我々も注意していかないといけない。 

これはおそらく、横山委員の話になってくるのですけど、正解のない問題に対応し

ていく、批判的視点を持つということが大切だと思います。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

ありがとうございました。資料には本日ご欠席の空地委員の資料も添付させていた

だいております。議論はできませんが、参考にご覧ください。それでは次に横山委員

から説明をお願いします。 
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（横山委員） 

私は、小学校３年生と高校３年生の子どもがおり、保護者委員をしています。普段

は兵庫県立大学で教鞭をとっており、大学の授業においても小中高で積み上げてきた

教育の効果が強く影響していることを実感しています。日本人の学生と留学生が一緒

にディスカッションをする授業では、日本人の学生はほとんど発言することができま

せん。それは英語ができないからではなく、自分の意見を言うことができないからで

す。なんで発言しないのって聞くと、そういう教育を受けてきていないからできない

と言われます。 

なぜできないかと考えると、それこそ正解のある問題に対して答えを探す環境に慣

れすぎていることが原因で、ディスカッションをしていてもどこかに正解があると思

って、だれかの目線や評価を気にしながら正解を当てようとする。その結果、クリテ

ィカルシンキング（批判的思考）ができず、自分の意見を持つということ自体ができ

ないのだと感じます。 

その背景にはディスカッションの経験が少ないことがあります。自分の意見を言っ

て議論を深めることが大事なのですが、そのためには相手に質問をしないといけない

けれどもそれができない。基本的には、相手の言うことが理解できたので質問はあり

ませんというスタンスなのですが、議論を深めるためにはもっと追求しないといけな

い。二律背反のある世界においては必ずマイナス面もあるはずなのに、相手の視線を

気にするあまり、水を差すような本質的な質問ができない。そういうところが問題で

はないかと思います。また気になるのが、協調性の捉え方です。相手に同調すること

が協調性だと勘違いしており、その辺の意識を変えていく必要があると思います。 

そのためにはどうしたらいいかと考えると、資料に記載のとおり多様性を認め合う

ことが大事だと考えます。多様性が認められると、自分は多様な考え方のうちの１人

なのだと考えることができますので、そうした教育が推進される必要があると考えて

います。具体的には３点挙げさせていただきました。 
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まず１点目には、批判的思考の姿勢を身につけて、正解のない問題に対して自分の

意見を持つという、意識の醸成です。 

２点目は体験活動やディスカッションを通して、頭だけではなくて、頭と心をミッ

クスさせて本質的な意見を言うことです。表面的な話をするのではなくて、理性と感

性、感情と知性の部分を組み合わせることが必要だと思っています。 

３点目は多様性を受け入れるということです。先入観とか固定概念とかが日本は特

に強くあります。例えば、男女の共同参画に関して、学生に聞くと、校長先生はいつ

も男性だったから社会ではリーダーは男性だと無意識に思っていましたと言う学生が

少なくありません。女性の校長先生にも出会ってきた学生の場合にはそうした意識は

あまり強くありません。 

また、LGBTQの話題を意識して毎年扱っています。小中高のどこかでこのテーマを

扱ったことがある学生は、すごくオープンマインドで柔軟に受け入れられる状態にあ

ります。全然触れてこなかった学生が８割ぐらいいて、理解して受け入れるまでに少

し時間がかかります。多様性への許容力や自分の意見を持つという意識に対して、小

中高での学びの影響の大きさを日々実感します。小中高の段階から多様性をもっと意

識するような教育を進めていただきたいと思っています。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございました。まさにいろいろご示唆いただきましたようにディスカッ

ションが苦手というのは私もわからなくはないと思っていて、特に、具体性のないテ

ーマに対する抽象的なディスカッションはみんな苦手なのかなと思います。特定のプ

ロジェクトをやるという前提で、みんなでアイデアを出し合うというような環境の方

が日本人は合っているのかなという気がします。 

また、多様性を認めていくということも本当に大事だということで、LGBTQを学習

でふれる機会が私の世代はありませんでしたが、今は学習機会があるかないかという
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ところが、大きな差異になってくるということはなるほどと納得しました。 

牧村委員からもお話のあったとおり、正解のない問題に対する課題解決は大事なと

ころだと思います。仕事をし始めると、ほぼすべての分野に答えがないので、正解が

ない中で仕事を進めなければならない。 

私も中学受験、大学受験、公務員試験も正解を見つけるという世界でしたが、実際

社会で見ると必ずしも正解があるわけではない。いわゆる受験システムというのは正

解を過去問等から探りあてていくシステムなので、そこのギャップをどういうふうに、

埋めていくかが重要なのかと思います。実際、社会で求めているニーズは、正解のな

い問題を解ける人だと思うのですが、受験のシステム自体は変革しつつあるのでしょ

うか。 

 

（横山委員） 

例えば、今では東京大学でさえも推薦制度があり、そのあたりは少し変わってきて

いるかと思います。 

先ほどおっしゃられた課題プロジェクトがやりやすいというお話ですが、社会のど

こに課題があるのかに気づく問題を探す力、発見する力を育成することもとても重要

だと思います。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございます。前段の話で言いますと、問題の設定の仕方というよりも、

多様な入学の仕方で、多様化を図っているのですね。 

 

（横山委員） 

実際のところは少子化が進んでおりますので、どの大学もかなり生徒の獲得に必死

になっています。一方、受験生や保護者としても早く進路を決めたいという気持ちも
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強いようです。 

 

（齋藤知事） 

リスクを早く終わらせたいというマインドがあるのですね。行き当たりばったりで

受験をして、失敗したから浪人するかという生徒は少なくなっているのですね。 

あと、問題を探す力というのは本当に大事だと思いました。県内でこれから、スタ

ートアップなどビジネスに挑戦するという若者を増やしていきたい、応援していきた

いと思っています。その時に大事なのが社会課題を解決するようなスタートアップで

す。いわゆる金もうけのビジネスよりも、例えば農業の後継者の問題とか、いろんな

分野で後継者不足が課題なので、そういうものを、市民型のＡＩを活用して解決する

というスタートアップだとか、我々の知らないような、思いもつかないような形で解

決をする方々を応援したい。 

そういった社会課題を自ら見つけてそれをビジネスとして持続可能な形で、解決し

ていくためには、問題を探す力というのは大事だと思います。 

だから、教育にバックキャストしていくと、問題を見つける、社会課題を見つける

力をどう育んでいくかということが大事だということです。次に、それを解決するた

めに、様々な技術、革新をどう利用していくか。牧村先生がおっしゃったICTなど

様々な技術革新をツールとして、どう利用するかという力も必要かと思います。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

ありがとうございました。それでは最後に並河委員から説明をお願いします。 

 

（並河委員） 

私は声楽家という仕事をしています。演奏することを生業としており、主にオペラ

を歌う歌手として活動しています。およそ１０年前から大阪音楽大学で、後進指導し
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ていますが、今日は、恐縮ながら兵庫県内で教育を受けてきた私自身を一例としてお

話したいと思います。 

神戸に生まれ育った私ですが、両親のおかげということもあり、幼小より生の音楽

や舞台芸術に触れる機会を多く持たせてもらっていたように思います。現在、兵庫県

に住まいを構えながら、舞台芸術場などに身を置いておりますと、兵庫県は、芸術文

化に携わりやすい環境が整っていると思います。県や市町をはじめ、個人や団体の努

力で様々なイベントとして開催していただき、子どもからお年寄りまで、あらゆる年

代層が豊富な選択肢がある中で様々なジャンルの芸術に触れる機会を与えられていま

す。私自身あまり自覚はなく、いつの間にか音楽に興味を持ち、好きになり、いつの

間にかなくてはならないものとなっていました。もちろんこれは音楽だけではなくて、

すべての芸術文化に通じるものだと感じております。 

その中で中学の芸術鑑賞会というものがあります。特にそのときの印象がすごく残

っていて、笑福亭松鶴さんの落語や、片岡我當さんが演じた歌舞伎「俊寛」を見たり

しました。本当に鮮明に覚えていて、大人になって、京都の南座で同じ演目を見たと

きに一気にフラッシュバックした感じで、舞台装置であったり、衣装であったり、演

者の仕草までが、写真のように私の中では、一気に映像として現れました。 

音楽の分野は形あるものに触れて、実感できるものではありませんが、幼少期から

経験し、体験することで、何かしらのものが心や体の中に深く刻まれていくように感

じています。その点で、芸術文化は、人が成長していく中で、何かしらの影響を与え

られるものだと確信しています。 

例えばこの芸術鑑賞会を見たり聞いたりすることで、得るもの、感じるもの、当時

は本人も重要なものであると認識はしていなかったと思いますが、大人になった今、

自身の一つのきっかけになっていたかと思うと、改めて芸術は、心や体を育む中でと

ても重要なものだと感じました。 

私は、２００５年に開館した兵庫県立芸術文化センターでプロデュースオペラに初



－18－ 

回より関わらせていただいています。開館当時、私は３０代後半で声楽家にとって非

常に重要な時期でした。ピアノやバイオリンなどを専門とされる方々は幼小よりテク

ニックを鍛えられ、特にプロを目指される方は、１０代の後半にはもうテクニックが

完成されていて、プロとしての活動を始められる方もいらっしゃいます。一方、声楽

は幼少から子どもの合唱団で歌うことを始める方もいらっしゃいますが、声楽は体が

楽器であり、体が成熟し楽器として完成するまでには非常に時間がかかります。多数

が大学から専門的にトレーニングをしますが、４年間で体を楽器として完成できる学

生は稀であります。学生時代に評価が高くなくても、卒業後の環境で大きく変化し、

海外で活躍できるようになる人もいます。個人差はあるものの声楽家として重要な期

間は３０代とされています。この開館から１５年間、私にとって重要な時期に深く関

わらせていただき、大きな役で舞台に立たせていただくなど、声楽家として大きく成

長させていただいた環境であったことは言うまでもありません。 

テクニックを個人レッスンや自主練習でトレーニングをしていくことも重要なこと

ですが、劇場や現場で関わる多くの方々のお力をいただきながら、成長していくこと

も重要です。私たちの中でも、１００回の練習よりも１回の本番ということをよく言

います。現在、兵庫県外の芸術文化関係者との交流も多くあり、お話する中で兵庫県

は芸術に対する理解が深く、すばらしい活動環境を提供いただけていると改めて実感

しています。 

私が指導している学生の中で、並河先生の芸術文化センターでの舞台を見て、声楽

を始めましたと言ってくれる学生がおり、個人的にありがたいことだと思っています。

一方で、芸術文化センターが育てた１人の歌手が、影響を与えることができていると

いう兵庫県の芸術施策の成果ではないかとも思っています。 

声楽家だけではなく、他の音楽家もコロナ禍で子どもたちに自由にパフォーマンス

を見せることができていないということが続いていますが、何とか工夫をして、何か

しらのものを感じてもらえるようなパフォーマンスをしています。芸術鑑賞会を私た
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ちは見てきた立場から、今は見せる立場になり、私たちがパフォーマンスをすること

で子どもたちの表情を伺ったりすることができるようになりました。 

芸術鑑賞会を見る、体験することで発見する職業もあります。私のような表舞台に

立っている演者は目立った環境でお客さんの目に入ったり、耳に入ったりしますが、

演者以上に多くの舞台裏のスタッフが関わっていて、いずれの人も舞台を成功させる

ために必要な方々です。縁の下の力持ちのような人々は、どの業界でも存在します。

芸術文化センターを利用し、表舞台の人だけではなく、舞台裏で働いている人を子ど

もたちに見ていただける環境が提供できればと思っています。 

また、オペラだけではなく芸術文化全体が一つの作品に対し、多くの方々の力を集

結させて作っているということも子どもたちに学んでいただけたらと思います。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございます。コロナ禍で色々な公演や芸術関係の展示会などもなくなっ

ている中で、表現者の方々はもちろん、舞台裏の方も苦しい状況になっているという

ことですので、できるだけ多くの機会を検討して、これから取り組んでいきたいと思

っています。 

子どもたちが小さな頃に芸術文化に触れるとか、野外活動も含めていろんな体験を

しておくことが、いい意味での潜在意識になると思います。怖い映画を見たときのト

ラウマがありますが、それのポジティブバージョンとして、いい体験をしておくこと

が、ポジティブなトラウマとして子どもたちにいい影響を与えるのではと思います。 

１００回の練習より１回の本番ということは、子どもたちにも通ずる非常に大事な

ご示唆だと思っているので、そういった機会を増やしていくということが大事だと思

います。ここ数１０年にわたって、兵庫県で行ってきたいろんな芸術文化の取り組み

が、コロナで厳しい状況になっている中で、今後どのように応援していくかというこ

とはしっかり考えていきたいと思います。 
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子どもたちの潜在意識に残りやすいようにするためには、どういった体験の仕方が

良いと思いますか。 

 

 

（並河委員） 

私も後進指導の際、音楽の実技的なことですが、例えば、こういう風に私には見え

たけど、あなたは何を思って、どういう風な表現をしようとしたのと聞くと、学生が

答えられないことが多いです。でも、本番になると、今まで授業でよくわからない表

現をしていたものが、本番になると本当に輝いて、どうやって歌いたい、どういう風

に表現したいという意図が鮮明に見えてくることがよくあります。それは、授業の積

み重ねの中でできたものなのか、授業では緊張感があって表現できなかったのかわか

りません。ただ、日常的にこういう表現がしたいという意思表示はすごく苦手なのか

なと思います。私はよく日常生活の喜怒哀楽のことを思い出してと言いますが、日常

的に経験しているものをいかに表現するかというのは、重要だと思っています。 

我々声楽家は正面を向いて舞台に立ちますが、ピアノの方々は通常横を向いて演奏

しますので、正面を向いて演奏するなんて考えられないとよく言われます。訓練を積

んでいても環境の違いなどは、メンタル面に影響を与え、パフォーマンスにまで影響

してくると実感しています。 

年度当初に、それぞれの学生にアピールの場を設けて、なんでもいいので一芸をし

てくださいと言うと、本当に生き生きと一芸をしてくれます。そういうときに、専門

的に向き合っているもの以外の分野で、自分を開放できるものを見つけることも必要

ではないかなと思っています。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございます。自分を表現できないのは、表現力の問題だと思いますので、
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子どもたちが、自分はどの分野で表現力を発揮できるかということを自分で見つける

のも大事ですし、親などがサポートしてあげることも必要だと思います。そういった

可能性を広げてあげるという意味で、いろんな体験をするということが大事だと思い

ます。 

 

（並河委員） 

自分を知るということがすごく重要かなと思っております。 

 

（齋藤知事） 

ありがとうございます。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

熱心な意見交換ありがとうございました。時間が参りましたので、このあたりで終

了とさせていただきたいと思います。本日の議事録につきましては、会議資料ととも

に、後日、県のホームページにて情報発信をさせていただきます。 

それでは閉会に当たりまして、清水委員からご挨拶をお願いします。 

 

（清水委員） 

閉会に当たりまして、教育委員を代表して、ご挨拶をさせていただきます。 

本日は、齋藤知事ご就任後初めての総合教育会議となりました。大変お忙しい中ご

出席をいただきました。また、幹部の皆様方も本日はありがとうございました。 

本日は、教育委員のそれぞれの専門分野から、意見を述べさせていただきました。

子育て世代でもある齋藤知事にお話を聞いていただき、ご一緒に考える機会がいただ

けたことは幸いなことでした。 

教えたことをきちんと守る子どもたちは良い子には違いありませんが、教えないこ
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とでも問題を自ら見つけ、時にはきちんと文句が言える若者や社会人に育つことも必

要なことです。社会を作っていく人格はまた違うような気もしますが、基本は体験、

経験そして人との関わりや出会い、そして苦労事は必要なのだと思います。 

新型コロナウイルスの感染拡大から様々な困難が生じていますが、そうした状況下

においても、それらを体験、教訓また戒めとして、明日の兵庫を担う子どもたちがた

くましく育っていく、そういう現場をぜひ教育の場に、求め続けたいと思っています。 

未来への道を、そして明日の兵庫を切り拓いていく力を育てることに齋藤知事、そ

して私どもが力を合わせ、取り組んでいけたらと思います。こころ豊かで、たくまし

く、そしてすこやかな兵庫っ子を育てていくことにご協力をいただきますようお願い

します。 

終わりに、齋藤知事におかれましては引き続き、兵庫の発展、新たな兵庫を切り拓

いていただくこれからのご活躍を祈念させていただきまして、閉会のご挨拶とさせて

いただきます。 

本日はありがとうございました。 

 

（小橋新県政推進室長兼企画県民部長） 

ありがとうございました。 

それではこれをもちまして、本日の総合教育会議を閉会とさせていただきます。 


