
第２章 学識経験者による意見

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第2項の教育に関する学識

経験者の知見の活用として、教育振興基本計画については、教育行政に識見のあ

る4名の学識経験者からご意見をいただきました。また、第2期名古屋市スポーツ

推進計画については、名古屋市スポーツ推進審議会委員からご意見をいただき

ました。 

１ 教育振興基本計画 

（１）「なごやっ子」の資質と個性を育む“学び”の提供

○学習意欲に関する項目に肯定的に答えた中学生が平成29年度まで向上してい

たが、平成 30 年度は落ち込んでいる。中学生になればより意欲的に学習に取

り組んでほしいため、数値の低下については分析してほしい。 

○小学校においても専門性を活かしていくことは重要であるため、教科担任制

＜学識経験者名簿＞

 伊藤 康児 名城大学大学院教授

 白上 昌子 NPO法人アスクネットアドバイザー

 丹藤 博文 愛知教育大学教授・愛知教育大学附属名古屋中学校長

 服部はつ代 NPO法人チャイルドラインあいち代表理事・臨床心理士

（五十音順・敬称略）

着実な基礎基本の上に培われる幅広い学力、自分への自信と他人への思いや

り、豊かな感性や健やかな心身といった資質を身に付け、夢を持ちその実現に向

かって、たくましく生きる「なごやっ子」を育てていきます。 

施策 1  個に応じたきめ細かな指導により、基礎基本を着実に身に付けさせると

ともに、幅広い学力を伸ばします 

施策 2  人権を尊重し互いの多様性を認め合う心、豊かな創造力や感性、社会の

一員としての規範意識や自覚を育みます 

施策 3  望ましい生活習慣を身に付けさせ、生涯にわたって健康に過ごすための

心身を育みます 

施策４  特別な支援を必要とする子どもの自立や社会参加に向けた力を育みま

す 

施策 5  郷土に対する理解を深めるとともに、国際社会で通用する知識やコミュ

ニケーション能力を身に付けさせ、グローバル社会で生きる力を育みま

す 
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への対応を進めてほしい。それを推進するにあたり、教員に専門性が求められ

るため、教師教育も重要である。 

○新しい学習指導要領の下でアクティブラーニングなどの学校教育が進んでい

る。社会で仕事をしていく力を身に付けるためにはアクティブラーニングは

大切である。小・中・高から大学への接続というのはアクティブラーニングを

軸に大きく変わってきている。子どもたちが課題をめぐってコミュニケーシ

ョンするのを促していけるよう、研修等を通じて教員の指導力を高めてもら

いたい。 

○高校の学力向上サポート事業について、これまで高校でのアクティブラーニ

ングは課題だった。大学の入試が変わらないと高校教育は変わらないが、数年

後に大学入試センター試験に記述式が出るようになるため、時宜にかなって

いる。 

○高校までの経験の幅が狭いように感じる。いろんな体験ができるのに、教科書

教育から離れられていない。探求型、個別最適な学びといった取組が推進され

るとよい。 

○プレゼンテーションの力を伸ばしていく取組があるが、子どもが自分の思い

を言葉にする能力が低くなっているように感じる。ことばの力育成事業をし

っかりやってほしい。文書を読んで自分の感じたことを作文して発表する取

組をしている学校もあるようなので、工夫している学校の実践例を名古屋市

全体に広めてほしい。 

○本人にいじめたつもりがなくても、相手が傷ついていることもある。そういっ

た人権意識を育むことが必要である。併せて、管理職を含めた教員の人権意識

の向上が求められる。 

○人権教育の研修受講者の理解度、満足度の評価が高いのはとてもよいが、一方

で子どもの権利を教員がしっかり踏まえたうえで発言をしているのか疑問に

感じることもある。教員はクラスで一番身近な大人なので、教員がロールモデ

ルとなり、体現できるとよい。 

○小学校部活動に替わる新たな仕組みを検討されているが、けがをした場合の

責任や、保護者対応、行き過ぎた指導のコントロールなど、本当にフリーでや
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らせてよいのか、「やはり教員が関わらなければ」とならないか、疑問が残る。 

○デジタル教科書の導入は市町村によって差がある。障害のある子どもには有

効な点もあるので、今後名古屋市でも具体化を検討してほしい。 

○ＩＣＴ機器の導入については来年度以降も課題である。児童生徒の多様性へ

対応するためにＩＣＴ技術が役立つ場面も増えていくと考えられるし、より

広くＩＴ技術を活用して、目の前にある課題を改善していくという考え方も

できる。また、活用にあたっては教員への研修も必要である。現場の課題を共

有し、どういった導入の仕方があるか検討してほしい。 

○家庭で学びに向かう準備ができている子とそうでない子で小学校入学の時点

で差が出ているので、スタート時点が大事である。幼児教育センターを開設す

るにあたり、家庭と密接に関わってくるため、多様な母語や家庭環境がある中

で、どのように幼児教育を行っていくか検討してほしい。小学校以降の学びの

連続性の観点から、小学校の教員が幼児教育で大切にされていることなどを

理解し、早い段階から連携していけるとよい。 

○子どもは心身の発達に加え、家族や幼稚園・保育所がどのように援助していく

かという環境問題も含めて成長していくが、5歳時点でかなりの問題点が浮き

彫りになる。周りの環境を整えてあげて、その子にとっていいサポートはなに

かを考え、早期に手を打つといった対応で幼保・小の連携がうまくいくのでは

ないか。 

○障害のある児童生徒一人ひとりになかなか手が届かないと思うので、発達障

害対応支援員を充実させてほしい。 

○障害のある子どもが増えており、どのように彼らが社会とつながっていくか

について課題が残っていると思う。特別支援学校高等部における就労支援と

あるが、早い段階で社会とつながる体験が必要である。特に地域の中で助けが

必要な子どもをどのようにサポートしていくかについて、体制作りも含めた

就労支援が必要である。事業者、地域社会と学校がコミュニケーションを図り

ながら、いかにして多様な子どもたちが地域コミュニティに受け入れてもら

えるかを同時に進めていく必要がある。 

○東日本大震災でも注目されたが、人の命を助けるのか、自分の命を守るのかと
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いうジレンマの場面が、非常事態でたくさん出てくる。そういった場合にどの

ように判断するのかといった、自分で考え自分で表現するという教育も進め

ていく必要がある。防災教育に限らず、いろんな場面で活きてくると思う。 

○美術館などでの情操教育を充実させるべきである。 

○グローバル化により英語が必要だというのは視野が狭いように感じる。自分

の地域、歴史を知ることが、様々なコミュニケーションの基となると思う。な

ごやめしや歴史の里などを通じて学んでいってほしい。 

（２）教員の資質向上と、教育環境の整備

○一般的に校務支援ソフトは、働き方改革の一環として活用できるので、名古屋

でも教員が使いやすいようによりよくしてもらえるとよい。 

○校務支援ソフトの活用が有効であったと答えた教員の割合が低いため、何を

今後変えていかなければならないかを分析して、現場の教員の考えを反映さ

せてほしい。 

○民間企業等における社会体験研修の教員の満足度が非常に高い。学びが大き

く、それだけニーズがあるということだと思う。こういった制度がもっと普及

するとよい。違う職場を見ることで子どもとの向き合い方が変わってくるこ

ともあるかもしれない。子どもに生き方を教えるために、教員が自らのキャリ

アデザインを考える時間を設けることも必要である。 

○学校を離れた研修や教員が望むところに研修に行けるようになるなど、研修

の機会をさらに拡大すべきである。こういった研修を受けたいという意欲の

ある教員のために、予算をかけるべきである。教員が子どもと向き合う時間を

確保しつつ、教員が勉強や研修に励める環境になるとよい。 

学校のマンパワーの充実と学校施設・設備の水準向上を図り、子どもたちの学

習や生活のための環境を整えます。 

施策６  豊かな人間性と確かな指導力を持った教員を育成します 

施策７  教員が子どもと向き合う時間を確保し、教育活動の充実を図ります 

施策８  安心・安全で快適に学ぶことができる環境整備を進めます 
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○教員の資質向上について、研修とは本来教員の権利である。人手が足りないな

どの現場の課題もあるかもしれないが、研修に参加できるように職場環境を

改善し、研修への参加機会を拡大してほしい。 

○教員の多忙化解消はとても重要である。 

○教員が子どもと向き合う時間を確保するにあたり、保護者対応や子どもへの

対応が難しくなってきているが、なごや子ども応援委員会が発足して今年で 6

年目となり、徐々に学校と上手にチームが組めるようになってきた。学校も助

かるし、なごや子ども応援委員会もやりがいが出てきたとも聞いている。お互

いが上手にチームを作り、子どもと向き合う時間をつくれるとよい。 

（３） 子どもの育ちと針路を応援する体制づくり

○なごや子ども応援委員会について、平成 31 年度で中学校については体制が整

ったが、現場から設置校とスクールカウンセラー配置校の知識・経験の差が出

てきていると聞く。学校が不登校の子どもを子ども適応相談センターに依頼

する際には、事前の子どもに対する学校現場でのしっかりとした見立てが大

切である。しかし見立てが不十分なため、アウトリーチが必要な子どもを依頼

してしまう場合がある。なごや子ども応援委員会の常勤の職員が見立てる力

をしっかりと身に着けることで、学校現場と子ども適応相談センター、教育セ

ンターがうまく有機的に連携すればよいサポートができるのではないか。 

○スクールカウンセラーの配置について、名古屋市は非常に注力しており、教員

とは違った立場で子どもや保護者とやりとりしており、非常に良いと思う。臨

床心理士の受験資格は指定大学院を修了することが必須になっている。新た

に創設された国家資格である公認心理師の資格が始まり、大学院で勉強して

試験を受ける場合と大学を卒業して実務を数年積んでから試験を受ける場合

外部の専門家を活用しながら学校と共に子どもを支援する体制を構築し、子ど

もたちの学校内外の悩み等の解決を図るとともに、将来の針路の選択を応援しま

す。 

施策９  いじめや不登校の未然防止と、早期発見・解決に取り組みます 

施策１０ 多文化共生への教育を推進します 

施策１１ 学校規模の適正化を計画的に進めます 

施策１２ 放課後や学校休業日におけるさまざまな活動、体験の機会を提供します 

施策１３ 保護者負担を軽減し、多様な進路選択を支援します 
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とがあるが、実際業務に当たるには大学院修了程度の実力が必要である。実務

経験の場として学校のスクールカウンセラーをやらせてほしいとなったとき

に、名古屋市が受け入れるのかという課題も出てくる。ガイドラインを示され

るとよい。また、そういった人たちの待遇や学校での位置づけを検討してほし

い。さらに、5年間の短い任期は、若者が職として選ぶうえでの壁になってい

ると聞いているため、工夫いただけるとよい。 

○子ども適応相談センターやサテライトの入所者数がどんどん増えている。第 3

期名古屋市教育振興基本計画において、指導室、教育センター、子ども応援室

が連携してやっていくという方向性がでているのはよい。しかしながら、サテ

ライトに「スクール」という言葉がつくことに違和感がある。子どもたちが学

校ではないところに居場所を作って心を癒しながらエネルギーをためて学校

に戻っていくと思う。名称と中身をリンクさせるように考えてもらいたい。 

○20 代前後で引きこもりになった人は、小・中・高の間での不登校経験者が多

いというデータもある。社会との接点を広げるために、教育委員会の施策に限

らず、社会の中に自分の居場所があるかどうかが大事である。学齢期に社会と

の接点がないのは、その後の進路に影響してしまう。子どもたちの状況に応じ

て、地域・学校・家庭などでいろんな人と接点を持ち、そうした関係性を学校

の中で共有していけるとよい。市民としてどう生きていくかが求められてい

くので、そういった視点を持つと対応の仕方が変わってくると思う。 

○いじめと不登校対策について、すぐに結果がでるものではないため、継続して

取り組んでほしい。 

○子どもに対する人権教育が必要である。日常的に教員が伝えていくことで、子

どもたちのいじめの減少や、人権、命に対する認識が変わってくると思う。 

○日本語指導が必要な児童生徒のうち、学校になじむことができたと感じてい

る児童生徒の割合が非常に高く、多様な子どもたちがいる中ですごいことだ

と思うが、一部なじめていない人の居場所をどうするかという点をとらえて

いく必要がある。 

○土曜学習について 26 学校区で実施できており、地域との交流、異学年との交

流、学校で学べない体験など、様々な体験ができるという点ではとてもいい取

組である。 

109



（４） 学校・家庭・地域の連携

○家庭の教育力の低下を感じている市民の割合が 3割ほどに低下しており、子

ども安全ボランティアの登録数は初めから多いなかでさらに増えているなど

良い傾向が表れている。 

○子どもたちは地域の中で実体験を積んで力をつけていくことが必要であり、

そのために学校と地域との連携がより課題になる。名古屋市もコミュニティ

スクールを進められるそうだが、どのように連携していくのかについて検討

すべき時期が来ている。 

○コミュニティスクールは徐々に進められると思う。すでにいろんな方が学校

を支援されているが、学校運営サポーターの活用が有効であったと教員があ

まり感じていないのは、サポーターのマネジメント管理の難しさや、サポータ

ーをより有効活用したいといった教員の考えがあるかもしれない。サポータ

ーは増えてきているので、地域で子どもたちを育てようという土壌ができて

きていると思う。地域と学校をつなぐコーディネーターとなるような担い手

を地域で探し、育んでいくことが重要である。住民の考えや、学校との関係性

を見極めることが大切である。モデル校から広めていけるとよい。 

○教員が着任して地域の様子について知るには、10 年程かかると聞いたことが

ある。地域にどういう方がいるかといったことを把握するには、個人では実

現が難しいため、組織で引き継ぐことが大切である。 

○教育のボランティアが減少していると聞くが、名古屋市高年大学鯱城学園に

集まって学んだ方が、教育以外の社会的なことについてボランティアを積極

的にされている。教育に関心のある人に声をかけるのも一つの手である。 

○多様なニーズに応えられる学校の体制にするため、いろんな世代に学校に入

ってもらうべきである。 

学校・家庭・地域が一体となって、「家庭・学校・地域の環」のもと、社会全体

で子どもを育むなごやっ子の育成を推進していきます。 

施策１４ 親子のふれあいと、家庭の教育力の向上を支援します 

施策１５ 地域のつながりを大切にし、地域全体で子どもを見守り、育みます 

施策１６ 地域に開かれ、地域と共にある学校づくりを進めます 
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（５） 生涯を通じた学びの支援

○生涯学習センターすべてに指定管理者制度が導入されたが、主催講座におけ

る市民の満足度は年々高くなっている。現代的な課題として市民に学んでほ

しいことは行政が責任を持って主催講座をやることは大事なことであり、そ

れが市民に受け入れられているのはとてもよい。ウェブナビなごやのアクセ

ス数も増加傾向にあり、市民に広報できている。 

○なごや学マイスター制度について、学んだ成果を人に伝えていくというのは

他都市と比較しても非常にユニークな取組である。一方で講師登録者数はあ

まり多くなっていないため、いかに教えたいと思ってもらうかが大切であ

る。学んだ成果を活かさないと社会教育が回っていかないので、第 3期名古

屋市教育振興基本計画での課題だと思う。 

○大人も忙しくてなかなか本が読めていない中、面白いワークショップがある

と聞いた。１冊の本について参加メンバーがそれぞれ割り当てられた章の内

容を紹介し、1冊の本の内容を全員で共有する。そして、その本について感

想などを話し合うといったものである。子どもが体験することも大切だが、

大人が本を読む姿を子どもに見せることで、子どもも本を読むようになる。

楽しさを見せていくことが大事である。 

○子どものうちから本を読んでおくと、大人になっても本を読むため、早い段階

から本に親しみをもってもらえるようになるとよい。また、本に親しむにあた

り、専門である学校司書がいることはとても重要である。 

○子どもの読書活動について、指定都市はどこも苦戦している。幼少期が重要だ

と大勢が考えている。家庭は広い意味の教育環境であり、子どもたちの土台を

つくるのは間違いない。貧困が背景になっている場合、本が家庭にないといっ

た環境では育っていかない。図書館や社会教育のイベントなどを引き続き行

 市民が生涯を通じて学びを継続できるようにするとともに、その成果を生かし

社会で活躍できるよう支援します。 

施策１７ 生涯学習の機会と場の提供・ネットワークづくりを進め、学ぶ楽しさや

意欲を高めます 

施策１８ 学びの成果を社会に生かすことができるよう、支援します 

施策１９ 名古屋の歴史や文化に根ざした魅力を大切にし、活用・発信します 
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ってほしい。読書は文系でも理系でもなく、本を読むことで脳が育ち、合理的

思考が数学などにも活きてくる。タブレット端末などでも文字は読めるが、紙

の書籍に親しんで五感に刺激を受けてほしい。読み聞かせ活動などは引き続

き継続してもらいたい。 

○人生 100 年時代において、生涯学習の分野が非常に大事になってくる。単に

学齢期は学校教育、学齢期を過ぎたら生涯学習ではなく、学齢期も同時に生

涯学習がある。子どもからの読書習慣が大人になってからの読書習慣につな

がる。早い段階で社会教育の分野に触れてもらい、地域には多様な学びがあ

るということを知ってもらうことが大切である。図書の貸し出し冊数が健康

寿命に影響を及ぼすというデータもある。単純に施設を作って、市民が来る

のを待つのではなく、もっと発信していただき、新しい図書館のあり方を検

討してほしい。単に本を読むだけではなく、市民を巻き込んだコミュニティ

をどうやってつくっていくかが大切である。 

○博物館、美術館の展示について学ぶ講座を図書館で企画して、それを学んだ

あとに展示会でボランティアをしたり、同じテーマを異なる施設ごとに取り

上げて連携するなど、幅広い観点で生涯学習を捉え、施設を有効活用し、学

びのサイクルをデザインできるとよい。 

○芸術と科学の杜事業について、エストニアの学校施設では、ＩＴ戦略に基づい

た教育が行われており、起業家を育てるためにアートとサイエンスが一体と

なったプログラムが提供されていた。無いものを創造する思考はサイエンス

もアートも同じであり、美術の時間に理科の発想を取り入れるなどをしてい

た。美術館でも子ども向けの講座を積極的に行い、没頭してクリエイトするよ

うな経験をさせることで、将来子どもが新たな発想をする人材に育つ。単なる

鑑賞の場ではなく、動きのあるものをプラスすることがこれからの社会教育

施設に求められる。アートもサイエンスも、手を使って作業する点や、時間を

忘れて没頭できる点が同じであり、何かを創り上げる達成感を経験する場と

して提供できるとよい。 

○美術館や博物館の特別展は非常に知恵を絞っており、博物館、美術館共に入場

者数も満足度もいい成果があがっていると思うが、ボランティアの数が増え

ていない。社会教育全体で見れば増えているのかもしれないが、引き続きボラ

ンティアの力を借りられるとよい。 
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２ 第２期名古屋市スポーツ推進計画 

〇「週に 1回以上の頻度で運動・スポーツを実施する者の割合」が 65％という

達成目標について、具体的な数値化や、各部署の方々の手応え、改善策等を

示すことで達成状況をチェックしやすくなる。例えば、イベント参加人数の

増減や、定員のある事業であれば定員充足率を計る等、数字の大小で比較で

きるようにするとわかりやすい。

○最近は様々な世代が参加できる新しいスポーツが全国で取り入れられてきて

いる。時代に合わせたスポーツを取り入れ、どんな人でも関わり合えるもの

に変化させたほうが「週に 1回以上の頻度で運動・スポーツを実施する者の

割合」やスポーツを実施する人の幅の増加につながっていく。

＜名古屋市スポーツ推進審議会委員名簿＞

後藤 泰之  名古屋市教育スポーツ協会理事（名古屋市体育協会副会長）

 清水 克洋  ㈱名古屋グランパスエイト事業統括兼マーケティング部長

兼育成管理部長

 髙橋 勝巳  市民公募

田中 憲子  名古屋大学総合保健体育科学センター准教授

 鶴原 清志  三重大学教授

 中田 有紀  アテネ五輪日本代表（陸上競技）

 橋井 正喜  名古屋市障害者団体連絡会会長

 松村 亜矢子 北京五輪日本代表（シンクロナイズドスイミング）

三木 安司  ㈱中日ドラゴンズ管理本部野球振興部部長

 三谷 多恵子 名古屋市スポーツ推進委員連絡協議会評議員

村本 あき子 あいち健康の森健康科学総合センター健康開発部部長

山田 昌弘  名古屋市議会教育子ども委員会委員長

吉田 文久  日本福祉大学教授

 渡辺 佐知子 名古屋市女性レクリエーションバレーボール連絡協議会副会長

（五十音順・敬称略）

基本的方向１ 市民スポーツの推進 

基本的方向２ 子どものスポーツの充実 

基本的方向３ 障害者スポーツの推進 

基本的方向４ アスリートへの支援 

基本的方向５ スポーツに親しむ場の整備 
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〇障害者スポーツの講座について、周知広報が不十分ではないかと思う。

〇スポーツを楽しんでいる人やイベントに参加されている人については、イベ

ント前後もスポーツを実施しているか把握できないので、参加型イベントの

実施が「週に 1回以上の頻度で運動・スポーツを実施する者の割合」に影響を

与えているのかどうかがわからない。
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