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第７回ひょうご未来の高校教育あり方検討委員会議事録 

 

１ 日 時 ： 令和３年３月９日（火） 10:00～12:00 

 

２ 場 所 ： 兵庫県職員会館 多目的ホール 

 

３ 内 容 

(1) 開会挨拶 

委員の皆さん、おはようございます。 

本日は、「第７回ひょうご未来の高校教育あり方検討委員会」に出席いただき、誠にありがと

うございます。 

   緊急事態宣言はようやく明けましたが、まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響で制約され

る生活が続いているところです。このような中、本日、最終回を迎えることができ、委員の皆さ

んには心から感謝申し上げます。 

   教育に関しては、時代に応じて常に新しい考え方が提示されてきたところですが、この１年に

関して言えば、我々の価値観そのものが大きく揺さぶられる機会でありました。 

そのような中で、６月29日の第１回委員会から６回の協議を重ねていただき、その都度新たな

視点も盛り込みながら議論していただいたところです。 

   本日は、１年間の議論を踏まえた報告書最終案を机上に配付しています。本委員会で協議いた

だくのは、本日が最終となりますので、もう一度確認いただき、これからの社会を担う子どもた

ちがよりよい環境で学べるようにするための提言になればと考えておりますので、限られた時間

ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

(2) 協議 

（委員長） 

委員の皆さん、事務局の皆さん、おはようございます。 

    年度末のお忙しい時期にお集まりいただき、ありがとうございます。 

道を歩いていますと、白木蓮が咲いていたり、菜の花がきれいに咲いている様子もニュー

スで聞かれるようになり、春が近いなと思うこの頃です。 

    今日は、第７回の最終回ということでご審議いただきますが、どうぞよろしくお願いします。 

本日は二つの議題を予定しています。一つ目は、前回（第６回）の議事録の確認です。二

つ目が、報告書最終案についての審議です。 

 

初めに、第６回議事録の承認についてお諮りします。 

協議用資料に掲載されている第６回検討委員会議事録（案）について、委員会としての承

認をとりたいと思います。これまでと同様に、委員の皆さんの承認を得た後、速やかにホーム

ページ上で公開することになります。 

既に、議事録は事務局から委員の皆さんに送付されており、内容確認をいただいていると

聞いていますが、再度確認いたします。この資料を第６回検討委員会の議事録としてよろしい

ですか。 

 

※委員賛同 

 

（委員長） 

    ありがとうございました。それでは、承認を得ましたので、議事録を事務局において適切な

方法で公表していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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（事務局） 

分かりました。それでは、委員会終了後に、ただ今ご承認いただいた第６回議事録を、高

校教育課ホームページに掲載し、公表したいと思います。 

 

（委員長） 

よろしくお願いいたします。 

    それでは、二つ目の議事に移ります。 

    第６回の委員会で、報告書案を確認していただき、委員の皆さんからご意見をいただきまし

た。今回は、それらの意見を踏まえて、最終案を事務局で作成していただいています。 

    初めに、報告書案からの変更点について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局による資料説明） 

  

（委員長） 

    ありがとうございました。 

    今、変更点について説明がありました。リモートの先生方、対面の先生方も含めて、今の説

明について、ご意見やご質問はありませんか。 

 

（委員） 

「おわりに」の文章の、「今後は、高等学校教育の主役である高校生が、学校や教員の指

導に対して期待している声にも、これまで以上に真摯に耳を傾けながら、…」という部分です

が、読んでも意味が素直に入ってこない印象があります。 

「高校生が、学校や教員の指導に対して」という文言を削って、「高校生の声にも、これ

まで以上に真摯に耳を傾けながら、…」とした方が意味として通りますし、より分かりやすい

と思います。 

「学校や教員の指導に対して期待する声」というものが何のことなのか、正直、私には分

かりづらいので、もう少し簡潔に表現できたら良いと思います。 

結構重要なところだと思いますので、提案いたします。 

 

（委員長） 

「高校生が、学校や教員に期待している声」を、「高校生の声」と、くくってしまった方

が良いというご提案ですね。 

 

（委員） 

その方が伝わりやすいと思います。 

 

（事務局） 

失礼します。 

表記の意図としては、新入生アンケートの「その他、学校に期待すること」の自由記述に

おいて、学校や教員の指導に対する声が多く見られましたので、それを反映させたということ

です。 

 

（委員長） 

「高校生の声」としてしまうと、高校生のどのような声を聞いたら良いかという具体性が

見えないという懸念はないですか。 

 

（委員） 

意図は分かります。「高校生の声」としてしまうと、「無制限に耳を傾けるのか」という
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話になりかねないという部分も分かります。 

しかし、この表現を一般の保護者が読まれた時、やはり、少し分かりづらいと思います。 

 

（委員長） 

    「高校生が、学校や教員に期待している声」でも駄目でしょうか。 

 

（委員） 

    やはり分かりづらいと思います。私も代案を考えていますが…。 

 

（委員） 

私は「高校生の声」という意見に賛成です。 

あえて限定するのではなく、幅広く捉えた方が意味が伝わりやすいと思います。 

 

（委員） 

「主役である」と、わざわざ書いているのであれば、聞く声を限定しなくても良いと私は

思います。「主役である高校生の声に耳を傾ける」とした方が、高校生を尊重しているという

姿勢が示せると思います。 

わざわざ限定することで、「他の声は聞きませんよ。」という姿勢として捉えられかねな

いと思います。もし、そうなれば、本委員会の意図とは反する、マイナス要素になってしまう

と思います。 

 

（委員長） 

    なるほど。 

私の読み方は、「高校生の声」としてしまうと、内容をイメージしづらいので、具体的に

記載したものと思っていましたが。 

 

（委員） 

    「新入生アンケート結果」のページにでは、「これら高校生の声に真摯に耳を傾け、…」と

記載してありますので、その表現で良いのではないかと思います。 

 

（委員長） 

    委員全体の意見としては、「高校生の声」にした方が良いという雰囲気ですね。 

では、委員ご指摘の通り、「高校生の声に真摯に耳を傾け、…」とした方が、広がりがあ

って、むしろ良い、という理解にしたいと思います。 

ありがとうございます。 

 

    別件で何かありましたらどうぞ。 

 

    では、修正箇所については、ただ今ご指摘いただいた１点とさせていただきます。 

    本日が最後の検討委員会になります。ほぼまとまった最終案が提示されていますので、改め

て全体を見ていただき、全体的な感想や、７回の討議を振り返っての感想や、あるいは、これ

からの高校教育に関する要望、希望等も含めて、ご意見をいただければと思います。 

来年度以降、教育委員会において、様々な施策を展開していく上での参考になると思いま

すので、できれば、本日ご出席の全ての委員からご意見をいただければと思っています。 

  

（委員） 

今後のことについて、事務局にお願いをしたいことがあります。 

    「はじめに」の最後に書いていただいていますが、「必要な高等学校教育改革に速やかに着
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手されることを期待する」という部分についてです。 

これまでの会議での資料において、中学校の卒業者数は、県全体で令和７年度に大きく減

少することが既に分かっていますし、令和４年度からは、高等学校において、新学習指導要領

が実施されます。 

また、国でも中央教育審議会において、普通科のあり方等についての議論が進められてお

り、私たちも強く関心を持っているところです。 

    さらに、今朝の神戸新聞で西上教育長へのインタビュー記事が大きく掲載されていましたが、

コロナ禍において、ICT関係の様々な環境整備が進み、いわゆるハード面は進んだけれど、教

員側の研修を含むソフト面については、まだまだ課題があるとの内容でした。 

このようなことを盛り込んだ形で、本委員会の報告書は完成していくとは思うのですが、

来年度、速やかに、本報告に基づいた実施計画を策定していただき、それに必要な予算確保に

も努力していただきたいと思います。 

    その際、先ほど申し上げたように、例えば、生徒数減少のタイミングが分かっていますので、

そのタイミングに合致した形でのスケジュール案を考えていただき、速やかに、遅れることな

く計画を実施していただきたいと思います。 

私たち校長会も勿論、十分な協力をするつもりですので、是非、速やかに進めていただき

たいということを要望したいと思います。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。 

今後の要望を含めた貴重なご意見でした。 

 

（委員） 

中学校の立場から、２点述べさせていただきます。 

    １点目は、「こうあるべき」という考え方についてです。 

先日、スクールカウンセラーと話す機会があり、緘黙の生徒の話になったのですが、カウ

ンセラーは、「私は、この生徒がおしゃべりでコミュニケーションをとることは目的としてい

ません。しゃべらなくてもコミュニケーションはとれる、という観点で接しています。」と話

されていました。私たちは、ついつい、「この生徒がおしゃべりできたらいいな」と思いなが

ら、「どうしたらしゃべれるのだろう」という視点で考えてしまうのですが、そうではなく、

「この生徒にとって何が本当に大切なのか」と考えていくことが重要であることを改めて教え

られました。 

    私たちが、「こうあるべき」ということを考えるとき、生徒たち一人一人に寄り添って、ど

うしていくことがよいのかということを、生徒と一緒につくっていく必要があると思います。

ある意味、私たちは指導者でありながら、子どもたちのパートナーとして、一緒に教育をつく

っていく、学校をつくっていくということが、いずれ主体的な生徒や、主体的な学校をつくっ

ていくのではないかと思います。 

報告書にはそのような内容が書かれていますので、中学校も含めてそのようにやっていけ

れば、と思っています。 

    ２点目は、不登校生徒、特別な支援を要する生徒、外国籍生徒などの学びを保障するという

ことについてです。今回は、細かい具体的なことについては記載されていませんが、学校現場

では、このことが緊急の課題となっています。 

    現在、公立高等学校入学者選抜が行われていますが、これまでは協議してもなかなか実現し

なかったルビ打ち等について、以前に比べると、合理的配慮をしていただけるようになりまし

た。これはおそらく、県教委の指導が各高校にも行き届いていて進めていただいたものと理解

していますが、引き続きお願いしたいと思います。 

    そのような観点から中学校では、外国人生徒について、例えば国語のテストの際に、長文の

解答を中国語で答えて、それを通訳の方に日本語に直してもらって採点をするというようなこ
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とをしています。学習言語が難しく、来日２年くらいになる生徒で、日本語の習得は難しいで

すが、学力はかなり高い生徒です。その生徒が来年度受検するにあたって、中学校としては何

ができるのだろうということを今考えています。このような課題を含めて検討いただき、一人

一人の学びを保証できる学校にしていただければ、と思っています。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。 

学校の現場の実態を踏まえた貴重なご意見でした。 

 

（委員） 

現場の校長としては、先ほどの委員もおっしゃったとおり、生徒数が減少しますので、思

い切った発展的統合をお願いしたいと思います。 

    思い切った統合により、同じような高校が幾つもあるのではなく、それぞれの高校の特色が、

県に１校とか、全国に１校しかないというようなものにしていくことが可能になると思います。

すでに、各高校は十分に工夫していますので、さらに多様性の時代に応えられるような高校づ

くりができれば良いと感じています。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。 

高校の管理運営を実際になさっている体験からのご発言でした。特に、特色化ということ

がやはり大切であるというお話でした。 

 

（委員） 

感想めいたことを四つ申し上げます。 

まずは、事務局の皆さんにおかれては、報告書をよくまとめていただき、ありがとうござ

いました。 

特に私は、「おわりに」の言葉が、私の思いと通じるものがあって良いな、というのが一

つ目の感想です。 

    二つ目は、今回再三話題に出たICT教育についてです。 

社会全体の流れからすると、社会のデジタル化が遅れていて、日本には、その改善が一番

求められています。現在の情報は、依然としてアナログが７、８割で、それをデジタル化でき

ていないことが、日本の一番弱いところです。 

ICTはデジタルを効率よく使うためのツールであり、AIも同じなのですが、その辺りをもう

少し認識する必要があると思っています。ややもすれば、ICTの方がデジタル化よりも先に議

論される傾向にありますが、キャッシュレスについても、日本は世界の中で遅れていると経済

界ではよく言われます。 

だから、今の生徒さんに対して、ICTを活用した教育を早い時期から教えていくことはとて

も大切ですが、前提としての認識についてもう少し触れられる方が良いし、大切なことだと思

います。 

    三つ目は、先生方に求められる素養や資質について記載されていますが、これをこの通りや

ろうとすると、先生方にとっては大変なことで、私に言わせると神がかり的な能力と言うこと

になります。そういう意味からすると、本委員会において、若い先生方の話を一度聴いてみた

かったと思います。先生方の負担が大きくなることは問題で、やはり実践する先生方の本当の

思いを聴かず、私たちがペーパーだけを見て考えていくというのは、本来の審議会にはなりに

くい。国の審議会でもそのような傾向がありますが、学校現場の場合は、第一線の先生のウエ

イトがとても大きいわけですから、話を聴く機会が欲しかったということが三つ目の感想です。 

    四つ目は、全体で網羅的に述べることは良いのですが、本当に今、高校生に対して求められ

ていることが何であるのかということを明確にするべきだということです。 
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これから記者会見等をされるときには、全体を羅列するのではなく、「全体としてはこう

いうことが必要ではあるけれど、その中で特にこういう点が遅れているので、重点的に取り組

むべきだ」というような説明をお願いしたいと思います。 
私としては、委員会の初回から申し上げているように、「人格形成」であり、先ほど申し

上げた「デジタル化への対応」であり、「国際化、グローバル化」の部分が、プライオリティ

として高いのではないかと考えます。 
以上が私の感想です。 

 
（委員長） 

ありがとうございました。 
教育のみならず、経済、社会全体を含めた広い人間形成や、社会で大切にしなければなら

ないことについてご発言いただきました。 
    ７回の審議の要所、要所で、委員から、大学の教員養成の課程における「教職原論」や「教

育原理」に関わるような教育の根本、哲学、フィロソフィーに関するご発言を上手に表現して

いただきました。 
教育において何が大切なのかということを、その都度振り返るいい機会にもなりました。 

 
（委員） 

私も意見というよりは感想になります。 
    以前も申し上げましたが、兵庫県は非常に広い県です。それを踏まえると、「高等学校の規

模と配置については、都市部と地方部とでは異なる実情があることを認識した上で、高等学校

の魅力と活力を維持できるよう検討していく」という文言を非常にありがたく思っています。 
    今回の公立高等学校入学者選抜においても、地方部だけではないですが、定員を満たしてい

ない高校が、複数というか、かなり多くあります。このような状況の中にあっても、兵庫県が、

地方のことも十分に考慮して、学校を守っていただいているということは、イコール、地方そ

のものを守るということにもつながると私は思っています。 
10年後、20年後の日本社会全体を考えて、規模と配置について検討していただきたいと思

っています。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
学校の実態を踏まえた、今後の施策への要望も含めたご意見でした。今後の方向性を決め

るにあたっての貴重なご意見だと思います。 
 

（委員） 

私は、特に定時制・通信制の立場から発言いたします。 
    先ほど委員が、不登校の生徒、特別な配慮が必要な生徒等について言及されましたが、この

ような生徒については、高校に実際に在籍している生徒の総数や、定時制・通信制の数から考

えると、やはり少数派となります。 
しかし、このような会議に委員として参加し、意見を述べる機会をいただいたことこそが、

誰一人取り残さないという県の姿勢だと思います。 
中学校関係の委員も同じことを思っておられると思いますが、10代の生徒が学ぶにあたっ

て厳しい環境に置かれていることは、本人の責任ではないことがほとんどです。その生徒たち

が、たとえ少数であっても、高校教育を受ける機会を得て継続し、卒業するまでの道のりを支

援していくということは、やはり大人の責任だと思っています。 
    これまでも、高校教育課では、十分に配慮はしていただいていますが、具体的な策を立てる

ときに、対象となるのが少数の生徒であっても、例えば、先ほどの発言にあったルビ打ちや読

み上げに象徴されるとおり、実施には人手がかかります。 
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ですから、たとえ対象が少数でも、人的、財源的な措置を講じていただき、その生徒たち

が学ぶことによって、いずれ社会の一員として社会に還元する力を持つように教育、支援して

いくべきだと思いますので、一層具体的な計画を策定いただきますようお願いします。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
委員には、一般的な高校の管理運営に留まらず、定時制・通信制の立場から見た教育を大

事にしたい、あるいは、生徒を主体にする教育はどういうことかといったような貴重なご提言

をいただきました。 
 

（委員） 

２点ほど感想を述べさせていただきます。 
    １点目は、先程委員からも同様の話がありましたが、地方部の学校を大切にするという点で

す。先日、神戸新聞の社説にもありましたが、兵庫県では大部分の市町に公立高校が設置され

ていて、その割合は日本一です。このことについては、これからも守っていくべき大切なこと

だと思います。 
    もう１点は、「高等学校で育成する力」ですが、これについても具体的に必要となる力を、

細かく丁寧に書いていただいています。特に、主体的に取り組むことと、多様な価値観を認め

ることは、非常に大切な力だと思います。 
日本では、会議をするにあたっても、何も問題なく終わる会議が良いという風潮があり、

目上の人に対して発言しにくいという習慣のようなものがあります。私は最近になって、日本

の一番のウィークポイントではないかと思っています。これを克服するためには、教育の積み

重ねの中で培っていかなければならないと思っていますので、主体性を大切にして、思ったこ

とをきちんと発言できる力をつけることが大切です。また、ダイバーシティやインクルージョ

ンという考え方についてですが、自分の意見だけではなく、人の意見も踏まえた上で考えてい

くべきだと、報告書では明記されていますので、この点については良いと思っています。 
    皆さんもご存じの外山滋比古さんが『思考の整理学』という本を1980年代に書いておられま

すが、現在でも東京大学と京都大学の学生さんに一番読まれている本だと言われています。出

版されてから40年ほどして改めて読んだのですが、この中で、「日本の教育はグライダーをつ

くるようなものだ」という喩えが登場します。要するに、「自分では動けないけれど、人に引

っ張られて動く人間」を養成しているという意味です。そのようなグライダー人材の中では、

飛行機人材は非常に邪魔になっていたのではないかというようなことを書いておられました。

まさしく、これからは、グライダーではなくて、自分で動く飛行機をつくることが、高校だけ

ではなく、小・中学校の教育においても大変重要なことだと思っています。このあたりのこと

を、今回の報告書の中で具体的な形で提言できたことは素晴らしいと思っていますので、感想

として述べさせていただきました。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
教育行政の立場だけでなく、将来、社会を担っていく現在の高校生たちに、どのような力

を育んでいくべきかということを具体的にお話しいただきました。 
 

（委員） 

保護者の立場でこの場におりますが、最初はお話しされている内容が何一つ頭に入ってこ

ず、意味がとりづらかったというのが印象でした。 
    今回、統合の話などがありましたが、私の近隣の高校でも定員を満たさない高校があるので

すが、24名の地元中学生のうち、８名程度しか地元高校に進学しないという状況があります。

小学校６年生では、地元中学進学者が14名しかいませんので、先細りが見えている地域なのか
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もしれません。 

  地元の高校はやはり、地域にとってはシンボル的な存在なので、なんとか残したいという思

いはありますが、これほど生徒が少なくなると本当に難しい問題です。今後、地方部でどのよ

うな流れになるかは分かりませんが、統合もやむを得ないのかなという面もあります。 
    それから、「高等学校で育成する力」を読ませていただいて、高校では、このような目標に

向かって色々と考えてくださっているのだと分かり、安心しました。一方で、一般の保護者は、

これ程、県や学校が一生懸命に生徒、児童のためにやってくださっていることを知りません。

知らないから、「学校は何をしているんだ。」という風になってしまっているのだと痛感しま

した。ですから、今回の内容などを、保護者が目にして理解するような取組を進めていく必要

があると感じました。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
保護者の立場から率直なご意見をいただきました。また、地方部の実情についてもお話を

いただきました。 
 

（委員） 

高校現場の立場から、「高等学校ごとに取り組む事項」がたくさん挙げられていますが、

これらの点を、特に意識して取り組んでいかなければならないと思っています。 

    また、地域との連携や、産業界との連携、高大連携、中高連携など、現在も進めていますが、

大切だと感じます。さらにICTを使った高校間の連携も、今後進められていくと思いますので、

そういう形での連携も発展させていくことが大切だと思います。それらの連携の中で、高校生

が様々な体験をすることによって、彼らが社会に貢献する喜びを感じ、新たな学びが生まれて

くるように思います。 

    あと、学校の施設面の充実ということに関して、現在、ICT教育の充実ということで、高校

でもタブレットを導入した学習を進めていますが、生徒の取組がとても生き生きしたものにな

っています。従来の学習にICTをうまく組み合わせることで、生徒にとって効果的な学びが確

かに生まれると思います。 

    この報告書には、様々な視点からの提言がなされていますので、学校現場でもこれらの提言

を意識しながら、生徒への働きかけを進めていきたいと考えています。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
実際に高校生を教えておられる立場から、必要なことや今後の方向性等についてご意見を

いただきました。 
 

（委員） 

素案がまとまったのが11月頃だったと思いますが、それ以降、様々な委員のご意見、パブ

リックコメント等にも対応いただき、よくまとまった報告書案になったと思います。事務局の

ご努力にも敬意を表します。 

  次は、この報告書をもとに、第三次実施計画の策定になると思うのですが、その際にも、高

校現場の意見をしっかり聞いていくことが大切だと思っています。 

報告書には、教職員に求められる資質等が記載されていますが、そのような教職員をしっ

かりと確保することも一方で必要になると思います。 

    現在、教職員になる学生が減っていると聞きます。採用試験の倍率も下がってきているとい

う状況もありますので、人材の確保をしっかりお願いしたいということが１点です。 

    また、その関係で言うと、教職員の働き方も問われると思います。現在、学校現場では、積

み上げばかりの状況があり、かなり厳しい状況になっているのではないかと思いますので、働
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き方との両立が大切ではないかと思います。 

    今、「Education 2030」がOECDで出されていますので、この報告書も同じように、先を見据

えた提言になったと思っています。 

あらゆる多様性の部分もしっかりと取り入れながら、それに対応していくようなものにな

ればと思っていますので、是非、実施計画に反映していただきたいと思います。 

 

（委員長） 

    ありがとうございました。 

教員の確保や、意欲をもって働ける学校現場など、学校教育の基本的なところを大切にし

ようという、貴重なご意見でした。 

 

（委員） 

私の立場としては、県民の多様な声を反映させて報告書を一緒に作成すると同時に、完成

した報告書をしっかりと受け止め、実施計画等については、予算面も含めて応援していかなけ

ればならないと思っています。 
    発言に関しては、個人的なものもあったかとは思いますが、少しでも貢献できたのであれば

良かったと思っています。 
    それと、前回にも感じたのですが、いずれまた、次回の検討委員会を開催されるときには、

委員の皆さんからもご意見がありましたが、現場の声を大切にする必要があるので、例えば、

現職高校生や卒業したばかりの大学生のような若い人たちにも検討委員として入っていただい

ても良いのではないかと思いました。 
    もちろん若い方々は、高校教育全般に関する様々な情報は持ち合わせていないかもしれませ

んが、卒業して何年も、何十年もたっている、私たちのような者、高校の先生方や校長先生と

いった教える立場の者だけでなく、教えられる立場、生徒の気持ちというのはなかなか十分に

推し量れない部分もあろうかと思いますので、今後、このような機会がありましたら、生の意

見を聞く機会があった方が良いと思います。 
短い時間でしたが、お世話になりました。ありがとうございました。 

 
（委員長） 

ありがとうございました。 
県民の代表ということでご発言が難しい立場でしたが、様々な方面に配慮いただいたご発

言だなと伺っていました。報告書がまとまれば、予算的なバックアップを、本委員会の全ての

委員と事務局が期待していますので、是非、よろしくお願いします。 
 

（委員） 

事務局の方々には、報告書を上手にまとめていただいたと思っています。 
兵庫県の学校に通う高校生が、これからの未来を切り拓いていくためのすばらしい提言が

できたのではないかと思っています。 
    今後は、この提言をどのように具現化していくか、となります。具現化に向けて高校の現場

としても知恵を出し合いながら、様々な関係機関とも連携協力していきたいと思っています。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
高等学校の管理運営の立場からのご発言をいただきました。 

 
（委員） 

私も保護者の一人として、議論の内容を理解するところから始まりました。 
今、最終案としての資料を拝見すると、理解しやすいものになっていると思います。 
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    中３生が受検を今週末に控えていますが、高校の倍率を気にして新聞を見ていると、定員割

れの学校が目につきました。少子化が数字に表れていると感じたところです。 
    しかし、生徒が減っているから高校を減らすということではなく、生徒が減ったなりの高校

の運営を検討していただけたら、ありがたいなと思っています。 
    進路を決定する中３生の保護者に読んでいただけたらとても良い資料だと思いますので、保

護者の目につくような方法を模索していただけたらと思います。 
    １年間ありがとうございました。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
保護者の立場からの貴重なご意見でした。ご協力いただき感謝しています。 

    今後、ここでの方向性が現実化されていくことが大切ですので、保護者の皆さんにもご理解、

ご協力いただければありがたいと思っています。 
 

（委員） 

感想になりますが、委員会に出席して、各学校の先生方のお話を直接聞き、普段の頑張り

や努力に対して、頭が下がる思いを何回もしました。本当にありがとうございます。 
    あと、議論を通して、「教育への投資は未来に対する投資である」という思いを強くしまし

た。そうであるならば、県単独では難しいところもありますが、学校現場に対して、人、設備、

ハード、ソフトなどに、もっとお金をかけなければならないと思います。それが地域の将来に

つながるというようなことですので、予算措置を含めて、もっと高校教育の大切さを大勢の人

で共有できたらいいなと思いました。 
   本当にありがとうございました。 
 

（委員長） 

ありがとうございました。 
メディアの立場から、我々が、つい見過ごしてしまうような部分について、きちんとお話

をいただきました。また、文章についてのご助言もいただき、大変助かりました。 
 

（委員） 

本委員会では、第１回から各委員の先生方から多様な意見が出されましたが、委員長や事

務局のおかげでうまく報告書としてまとめてもらったことに感謝申し上げます。 

    報告書の中にも、ICTの活用についての記載がありましたが、コロナ禍にあっても、委員会

にリモートで参加できるということは、そのメリットが示せたと思います。 

    今後、実施計画策定にあたっても、ICT教育はかなりの割合で入ってくると思います。今後

は、計画的、継続的にICTのメリット・デメリットを整理していきながら協議する必要がある

と思います。 

    ICTを活用することで、生徒の個性に応じた多様できめの細かい対応が可能となる一方で、

ICTだけでは実現できない部分もありますので、その辺りを整理して考えていく必要があると

思います。 

 

（委員長） 

    ありがとうございました。 

全国を視野においた貴重なご発言を、その都度いただきました。 

 

（委員） 

７回にわたりお世話になり、ありがとうございました。読み応えのある報告書にまとめて

いただけたと思います。 
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    特に、後半になってからでしたが、高校生のデータを加えていただけたことはとても良かっ

たと思います。１年生だけの限られた情報ではありますが、今、エビデンスベーストが教育評

価の指標で求められていますので、良かったと思います。 
    こうしたデータを、一時点における現状把握に用いるだけではなく、例えば、先刻、大学生

を委員に迎えてはどうか、というご意見もありましたが、２年生、３年生、さらには大学進学

や就職した人が、どのような状況にあるか、といったような横断的なデータを示していただく

と、より教育効果や問題点について切り込んだものになると思います。 
    特に、教育効果については、一時点で評価しにくいものであるので、長い間、生徒がその後

どうなっていくのかということを観察し、経過を追っていくことがとても大切であると思いま

した。 
    それから、もう一つ、委員から、現場の声であるとか、プライオリティであるとか、さらに、

少ないリソースといった言葉が聞かれました。 
今回は、未来の高校教育のあり方を考えていくということでしたので、社会の変化を鑑み

て、様々な提言がなされているのですが、一方で、学校現場としては、様々な新しい計画がや

ってきて、お皿の上にどんどん乗せられて、先生方が大変になっています。大学もそうなので

すが、そのような状況があると思います。 
現場の実践的なことを考えると、新しい方向性を考えるとともに、要らないものはスクラ

ップ・アンド・ビルトで廃止するとか、置き換えていくとか、重みづけをしていくとか、そう

いった視点も必要になるかなと思いました。 
 

（委員長） 

    ありがとうございました。 
大学のお立場から、実際に仕事を進めていく上での現場体験等もお話しいただきました。 

 
（委員） 

１年間ありがとうございました。 

報告書も様々な意見がある中でしっかりとまとめていただき感謝します。 

    私自身は経営学という、教育とは関係の薄い分野の専門でしたので、個人的には、地方の人

口減少の問題等を、もう少しICTなどを用いてドラスティックに何かできないのかな、と色々

と考えていました。 

    企業のマネジメントとは違い、教育ということを考えると、余り無茶なこともできないのか

なと思いつつ、いろいろと勉強をさせていただきました。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。 

ご専門の経営学、マネジメントの立場から貴重なご意見をいただきました。 

 

（副委員長） 

    まずは、報告書を取りまとめていただいた事務局に敬意を表したいと思います。 

また、委員の皆さんが豊富なご経験から様々なご意見を出していただき、教育を研究する

身として非常に勉強になるところが大きかったです。 

    当初は、制度再編の具体的な内容に踏み込むようなことを考えていたのですが、それは実務

的な条件も関わってきますので、今後、事務局にぜひご尽力をお願いしたいと思います。 

    ただ、そのときには、この報告書に豊かな発想が多く盛り込まれていますので、制度再編の

アイデアバンクとして十二分に機能する報告書になったのではないかと思っています。 

    高校生というのは、社会に出る前の不安に襲われたり、自分自身を見つめ直して自己嫌悪を

持ったり、一方で、これからの未来や社会への期待や希望を抱いたりとか、ポジティブな面、

ネガティブな面の両面を合わせ持っていて、それが一日一日でころころ変わったりする不安定
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な時期です。 

そんな年代の高校生に、先生方が真摯に寄り添っていただいているということがこの委員

会でも随所に伺えて、大変心強く思うと同時に、先生方に頭の下がる思いでした。 

    そうした先生方が一層働きやすくなり、ひいては高校生が一層学びやすくなるような制度再

編につながるアイデアがここには十分盛り込まれています。 

    ICTの使用についてもいろいろとご議論いただきましたが、「人・物・事に出会う」ことが

高校時代の最も重要な要素ですが、今日のお話を伺っていると、兵庫県の場合、最後は「人と

の出会い」が一番大切になってくるのではないかという気がしています。 

ですから、ICTも、ICTに出会うためのICTではなく、多様な人と出会うためのICTであって

欲しいと思います。 

    今後、個人的な研究としては、この報告書がどのような形で具体的な計画になっていくのか、

ということに興味を持っていますので、そのプロセスを研究したいと思っています。 

    今後ともよろしくお願いします。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。 

全ての委員の皆さんから、最終回ということもあり、お話をいただきました。これまでの

審議を振り返り、これからの高校教育に要望すること、高校教育に対する私たちの心構え等に

ついて、幅広くご助言をいただき、ありがとうございました。 

    今後のことになりますが、報告書の完成に向け、今日の協議を受けて若干の修正があるかも

しれません。本日ご意見いただいた点については、結論が出ていると思いますが、もしかする

と、他にも修正を要する部分が出てくるかもしれませんので、その場合は私と事務局に一任し

ていただき、対応させていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

※委員賛同 

 

（委員長） 

ありがとうございます。では、そのように対応させていただきます。 

    事務局へのお願いですが、報告書の完成版については、教育長に提出する前に各委員の皆さ

んに送付していただけるようお願いできますか。 

 

（事務局） 

はい。本日ご協議いただいた内容についても反映させ、完成した報告書については、速や

かに各委員の皆さんに送付させていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

    では、よろしくお願いします。 

    これで協議は終了になりますが、委員長は何も言わないのかということになってもいけませ

んので、最後に少し、感想を述べさせていただき、本委員会のまとめとさせていただきたいと

思います。 

    本委員会は、10年、20年後の社会状況の変化を見据えながら、これから社会に巣立ち、21世

紀の中盤、後半を生きていく子どもたちにとって必要な教育環境とは何か、また、教育のあり

方がどうあればいいのか、などの議題について、第１回以降、常に高校生を中心に据えた議論

をいただけたと思っています。本当にありがたく思っています。 

    また、社会の状況に目を向けますと、ICTの進展、あるいは18歳成人など、これからの社会

構造や価値観の変化に加え、特にこの１年については、我々が予期していなかった災害である、

新型コロナウイルス感染症による教育への影響についても、その都度注目をしながら、ご意見

をいただくことができたと思っています。 
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    この委員会では、様々なお立場から、それぞれの専門性から、あるいは高校教育との関わり

を踏まえた見地から、ご意見をいただくことができ、これからの高校教育について、多角的に、

ダイバーシティに、深い議論ができたのではないかと思っています。 

    これらの議論によって、私自身もそうですが、委員の皆さんも、事務局の皆さんも、普段余

り意識しなかったことに気づくこともありましたし、新しい視野が開けて、これからの社会の

変化を見据えて、「このように高校生を育てたい」というものに気づかされることが多くあっ

たと思っています。 

    委員長として、務めを十分に果たせたかはわかりませんが、７回の協議を経て、これからの

兵庫県の教育制度、教育理念の方向性について共通理解が図られたと思っています。 

    具体的な制度設計は、今後、事務局を中心に行っていくことになりますが、是非とも、この

基本理念に基づいて、子どもたちが、生徒たちが、希望を持って学べる教育環境を目指し、実

効性の高い、21世紀を支えていける、質の高い計画を策定していただくことを強く願っており

ます。 

    最後になりますが、委員の皆さんには大変お忙しい中、本委員会の運営にご理解、ご協力を

いただき、本当にありがたく思っています。常に建設的なご意見をいただいたと思っています。

心から感謝申し上げます。 

    それでは、これをもちまして、進行を事務局にお返しします。 

 

(3) 事務連絡 

 

(4) 閉会挨拶 

本日も熱心にご議論いただき、ありがとうございました。 

委員の皆さんが、子どもたちの将来について熱く語っておられる光景に接し、私も教育現場に

いた者として、胸に熱いものを感じて、今ここに立たせていただいています。 

   思い返せば、昨年の今ごろは、国から学校の休業要請があり、各学校では、学校行事の短縮や、

学びをどうしていくか、といった対応に、悩みながら取り組んだ時期でした。県全体でも様々に

工夫し、ICTの環境も整えていったという状況がありました。この環境を活用しながら、今後の

学校教育はどうなっていくのか、という点について、一般県民の方々の関心も高くなっていると

感じています。 

   このような中、委員の皆さんにおかれましては、本委員会において、今後の教育の方向性等に

ついて貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

   また、今回の協議を通じて感じたのは、先の見えない、答えの見えない社会において、子ども

たちが力強く生きていける環境を整えるためには、やはり、まず大人が色々な発想や想像力を持

ち、社会一体となって子どもたちを支える環境を作っていくということが大切であるということ

です。 

   この後、今回の提言については、教育委員会において、本日のご意見にもありましたが、保護

者の皆さんにも周知していけるような方策をとっていきたいと思います。 

   また、この提言をもとに次期実施計画の作成にあたりたいと考えているところです。 

   委員の皆さんには、短期間の厳しい日程にもかかわらず、お時間をとっていただき、誠にあり

がとうございます。貴重なご意見をいただき、本当に助かりました。 

今後とも、兵庫の教育のためにお力添えをいただければありがたいと思っています。 

   本当にありがとうございました。 


