
第１回岡崎市 30 人学級実施検討会議 会議録

開催日時 令和２年 12 月 25 日（金） 午後３時 00 分～午後４時 30 分

開催場所 岡崎市役所東庁舎２階大会議室

出席委員 土屋武志 宇野勇治 辻井正次 太田恭子 小田哲也 中野渡善樹

小久井孝幸 栗田香 小早川恭代 宇都宮森和 塩沢美穂子 森誘子

傍聴者 １名

説明のため出席した職員

教育長 安藤直哉 教育部長 小野鋼二

教育監 加藤有悟 総務課長 鍋田志郎

施設課長 二村雅志 社会教育課長 中村耕

教育相談センター所長 安藤眞樹 学校指導課長 太田幹也

総務課副課長 宮本佳久 施設課副課長 船津丸保

学校指導課副課長 加藤恭典 社会教育課副課長 柴田英代

学校指導課指導管理係長 山元嘉与 学校指導課指導研修係長 淺井貞人

学校指導課教育支援係長 神谷敦仁 総務課学校情報係長 川本祐二

総務課専門主事 村田貴志

会議次第

１ 教育長あいさつ

２ 委員紹介

３ 土屋委員講演

４ 会長・副会長指名

５ 会長あいさつ

６ 議 題

(1) 岡崎市 30 人学級実施検討会議の設置について

(2) 岡崎市 30 人学級実施の意義と課題



（議題等及び議事の要旨）

■委員紹介

委員紹介及び事務局職員紹介

■土屋委員講演

テーマ『個別最適化された学びに向けた、少人数学級の実施と課題』

■会長・副会長指名

教育部長が指名

会長 土屋 武志（愛知教育大学 教授）

副会長 宇野 勇治（愛知産業大学大学院 教授）

■議 題

(1) 岡崎市 30 人学級実施検討会議の設置について

総務課副課長 宮本佳久 「資料３」により説明

【土屋会長】 委員の意見を求める。

（質疑なし）

(2) 岡崎市 30 人学級実施の意義と課題

【土屋会長】

30 人学級の実施に向けた意義や課題について、委員の皆様で意見交換したいと思い

ます。

先日の報道では、小学校は来年度から５年間かけて、全ての学年で 35 人学級に移行

していくことが伝えられました。一方、中学校においては、現行の１学級の上限 40 人

を当面維持するということです。

そこで、岡崎市の小中学校において 30 人学級の実施を目指すことについて、その意

義や課題をどのように捉えるか、それぞれの見地から御意見をいただきたいと思いま

す。それでは１人ずつ指名してまいります。

【宇野副会長】

私の専門は建築なので、30 人学級を実現するにあたって、生徒が学ぶ教室をどのよ

うにするかが大きな問題です。30 人学級が違った学びのスタイルを作るきっかけにな

ると面白いと思います。例えば、３クラスを４クラスにする時に、４クラス目をどう

増やしたらいいのか、教員の数の問題もあるが、各学年１つずつ教室を増やすのは大

変なので、授業の組合せによってフレキシブルに使い分け、部屋数をさほど増やさず

に、特別教室を使い回したり組み合わせたりして、ホームルームを日によって変えた

りしていけると良いと考えます。３クラスで実施するのが適切な科目と、少人数の方

が適切な科目を組み合わせて、ＡパターンとＢパターンの教室編成にして、多くの生



徒や先生たちと触れ合う学びのスタイルがあると面白いと思います。岡崎市産の木や

素材を使った個性のあるものを各学校に追加できると、広がりができると思います。

【辻井委員】

基本的には少人数学級の方が成績も上がり、メンタルにも良いのは明らかであり、

海外での同様の状況でも、学力が上がりメンタルが安定することで、生涯収入が高く

なり十分な経済効果を生んでいます。

少人数学級を実施するにあたり、教員確保が深刻な問題です。岡崎市では、大学の

低学年からインターンシップを行って、こういった会議を傍聴させて、岡崎の教育の

魅力を伝えていく必要があります。また、市独自の採用をするならば、本市に来てい

ただくようなことを考えなければいけないと思います。

施設的な面では発達障がいの子どものことを考えた時に、フリースペースだと音の

問題があり集中することが難しく、物事がうまくいかないので、建物はきちっとする

必要があります。岡崎の子どもたちをより良く育てるために、30 人学級にするのは非

常に意義の高いことであり、価値のある教育ができると思います。

【太田委員】

現場の経験をもつ者として、例えば、40 人学級だと担任が１時間に１回は児童生徒

と話したいとすると、１人１分でも 40 分かかります。これが、30 人だと 30 分になる

ので、それだけでも効果があると思います。30 人学級に向けた様々な問題は、今後の

会議で話したいと思います。

【小田委員】

小学校の低学年でいうと、様々な発達の段階の子が入学し、なかなか馴染めず生活

習慣もうまく指導できないことがあるが、今年は人数が少なかったことで子どもに接

する時間が長く取れたため、うまくスタートができました。認知的な能力だけじゃな

く非認知的な能力についての育成が大切だと思います。勉強だけできれば良いとか、

知識がついたら良いとかではなく、それをどう使うのか、例えば、タブレット端末で

主体的に学び、どう発言するか、相手の意見をどう聞くか、そしてそれをどうカスタ

マイズして、どう発信するかというような判断力や心の調整がとても必要だと思いま

す。

現状では若い先生が多く、経験の少ない先生は子どもの数が多くて苦労していると

ころもあります。こういったことから、本市で 30 人学級を目指すのは良いことです。

小規模な学校では 20 人や 10 人学級を実現しています。そういう学校は、主体的な学

びや様々なことをどんどんやっています。そういったことを大規模な学校でも実現で

きるとありがたいと思います。人材の確保や育成が課題で、教員になりたい人、なる

人、そういった人、例えば、高校生や大学生からキャリアアップできるような仕組み

も必要と考えます。



【中野渡委員】

個々に支援を必要とする子どもが年々増えてきているのは間違いなく、不登校の解

決や学力の保障を解決していくために、その有効な手立てが少人数学級であるのは、

私の経験上実感できます。

主体性を伸ばしていくことが、間違いなく大事な方向性であると思います。私の経

験からすると、教員が一斉授業で一方的に教える授業よりも、はるかに教員の手間が

かかります。40 人いれば 40 通りの子どもたちの思考や学び方も想定した上で授業を

行わなければいけません。また、授業が始まったら 40 通りの方向で子どもたちが動き

出すため、それは教師が支えていかなければならなくなります。主体性を伸ばすとい

うことは、間違いなく教師の授業に対する労力が大きくなります。

それから、教師の負担軽減という面からも、働き方改革を進めなければならないと

思います。現状、教員の仕事が減らせない中で働き方改革を進めるためには、教員を

増やすことが一番の手立てであると考えます。こういったことから、30 人学級の必要

性を改めて確認させていただきたいと思います。

今話題になっているとおり、教員が不足しています。なかなか講師が見つからない

現状があり、それをわかったうえですが、30 人学級を進めるにあたり、担任が増える

ので、ある程度質の高い教員が揃わなければ、かえってマイナスになる恐れがありま

す。そこを、これから確保できる方法を考えていく必要があります。

これから 30 人学級を進めるにあたって、予算の確保や教室の確保、人材の確保と、

かなりハードルが高いと思いますが、全ての条件が揃ってからスタートでは、現場と

しては時間がかかり過ぎます。例えば、教室が揃わなくても、人材だけでも揃えれば、

ティームティーチングで１つの教室に２人の教員がいてもいいので、可能なところか

ら少しでも前進していきたいと考えます。

【小久井委員】

親の立場から、30 人学級にすれば、子どもの学習がより良く理解ができると思いま

す。現在、40 人学級でどれだけ理解しているのか分かりませんが、30 人学級になって

理解度が良くなれば、子どもがしっかりと学習ができると思います。

教室の数がそれなりに増えると思うので、40 人学級で後ろの席にいる子どもでも、

30 人学級になれば黒板との距離も近くなります。現代の子どもは目が悪い傾向にある

ので、黒板が見やすくなると思います。教員の負担も減り、早く帰れるようになり、休

憩もできるのではないかと思います。

【栗田委員】

母親目線から、小学校１、２年生までは 35 人以内の学級で勉強して、３年生になり

40 人学級になってどんな感じか、小学校３年生の息子に聞いてみたら、友達が増えて

とても良かったと言われました。

少人数学級も教育には良いと思いますが、子どもから、１クラスに友達がたくさん

いる方が楽しいと言われたので、この場で発表しました。



【小早川委員】

保育園では０～６歳まで面倒を見ています。４、５歳を 30 人に分けて１人で見る状

況ですが、２歳の子どもでも 30 人学級をしています。１つの部屋で食事や着替えなど

をしており、30 人をパーテーションで３つに分けて、10 人のクラスで先生を配置して

いるので、先生の目も行き届き、遊ぶ時は 30 人や大人数で遊んでいます。30 人に限ら

ず、活動に応じた柔軟性を考えていくと良いと思います。

【宇都宮委員】

ここ数十年で小中学校の教員の多忙化が進んだことで、教員のなり手が少なく、志

願者も減り、倍率も下がったことで、優秀な人材を確保するのが難しくなっています。

まずは、教育現場が非常に魅力的な場であると、世間に伝えることが大切だと思いま

す。小中学校の１学級の人数を減らすよりも、まずは幼稚園の１クラスの人数を減ら

すことが大事であり、その人材の補てんが必要だと思います。そして、そこから小学

校でも減らしていく視点が必要だと思います。

【塩沢委員】

普段は障がいのある人を支援していますが、その中でも、子どもたちが自分で考え

たことを伝えることが苦手になっているのではないかと感じています。何か起きた時

に、それを解決するためのステップを踏んでいく時間や、ステップを踏むために進む

ようなものがきちんと保障されていくことが、少しずつ難しくなっていると思います。

保護者の方から様々な意見をいただく難しさがあります。保護者と支援する側が同じ

方向を向いていく難しさも日々感じています。そんな中で、クラスの人数が少しずつ

でも少なくなっていくことで、子どもたちが良い学びや育ちをしていけるように、障

がいのある子どもを支援する立場から考えていきたいと思います。

【森委員】

発達障がいと不登校の子どもを持っているので、親の苦しみも考えています。親と

して新しいスタイルが不安なので、保護者に会議の意見を発信してもらいたいと思い

ます。

岡崎市は、祖父母が近くにいる現実があるため、学校に通う子どもの親のみでなら

ず、地域のみんなで支援できたら良いと思います。

教員の質や量の事も考えるし、素人目線からですが、教員という枠でなく、他のと

ころから人材を取ってきて良いと思うし、教員免許がなくても子どもが好きならでき

る仕事があるのではないかと思います。

【土屋会長】

皆様、御意見ありがとうございました。補足や皆様の御意見に対する意見はいかが

ですか。栗田委員、30 人学級ではない方がいいということですか。



【栗田委員】

そういうわけではありません。少ない方が子どもたちに教育がいきわたるのでとて

も良いと思います。ただ、子どもからは人数の多い方が楽しいという意見もあったの

で、お話しました。

【土屋会長】

そこは、最初に宇野委員が言われた、様々なバリエーションのある学級活動で少人

数の場合でも、大人数の場合でもやるのが良いということでしょうか。

【栗田委員】

良いと思いました。

【土屋会長】

固定化した考えでない学習、子どもの生活のあり方を考えた時に、30 人学級という

形で進めることのプラス面とマイナス面についてが、検討会議のこれからの課題にな

ると思いますが、いかがでしょうか。

障がいのある子どもの話が出ましたが、障がいの有無に関わらず、子どもは１つの

ことをするのに時間がかかります。１クラスの人数があまりにも多いということで課

題になっています。40 人いると、どうしても周りの子どもたちに接するゆとりがなく、

気にしないまま次に進んでしまいます。少ない人数の中だと、それぞれが互いに気に

かけながら、助け合って関与性を持ちながら進んでいきます。学級規模で、30 人が２

つに割れると 15 人になるので、最低 15 人というのが 30 人学級の姿となります。15 人

だとあまりに少ないという気もしますが、６、７人しかいない、あるいはクラスが１

クラスしかなくてずっと同じクラスの様な少人数の学校だと、たくさんの友達がいる

必要性から、他の学校との交流や遠隔的な活動がいるなど新しい問題も出てきます。

今日の意見を踏まえると、事務局からまとめられた意見の中に沢山ありましたが、

基本的に 30 人学級の検討を進める中で、岡崎市の教育ビジョンが子どもたち一人ずつ

をどう育てていくかということが中心に進んでいくように感じます。それが逆に言え

ば、岡崎市で働く先生たちの魅力にもなり、岡崎市の学校で働く人たちのモチベーシ

ョンも高まりますし、岡崎市で就職しようとなり、その先生たちによって育てられた

子ども達が出ていくことで好循環になります。こうしたことが、30 人学級を話し合う

ことのメリットになるのではないかと、皆さんの話を聞きながら思いました。

そのような方向性について、事務局も一人ずつ考えていただきたいと思います。第

１回目ということで、意見の中ではスピード感というものもありました。親からした

ら、いつになったら 30 人学級が実施されるのか、子どもが卒業してしまうので、スピ

ード感も大事です。教員を増やすことと制度の充実を整理することの財政的な問題を

抱えながらですが、スピード感を意識しながら進んでいければと思います。


