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教育監 加藤有悟 総務課長 鍋田志郎
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会議次第

１ 教育長あいさつ

２ 土屋会長あいさつ

３ 公募委員自己紹介

４ 第１回会議の要点整理＜資料１、参考資料１＞

５ 議題

⑴ 岡崎の目指す教育＜資料２＞ 

⑵ 30 人学級実施の効果＜資料３＞ 

⑶ 30 人学級実施の課題（国・県・他市の動向を踏まえて）＜資料４，５＞ 



（議題の要旨）

⑴岡崎の目指す教育について 

教育監 加藤有悟

学校教育等推進計画の概要について説明

額田中学校長 北村文啓、額田中学校主幹教諭 永井利昌

額田中学校の小集団を核とした学習について説明

総務課学校情報係 川本祐二

岡崎版 GIGA スクール構想について説明

【土屋会長】

現在、岡崎市が目指している教育の姿について発表していただきました。これ

までの報告に対して、質問や意見はありますか。

【宇野副会長】

ユニークな取組みが多く非常に驚きました。GIGA スクール関係で様々な取組

みをされていますが、それらの取組みは各学校で決めているのか、それともフォ

ーマットが存在し、共有しているのか、どちらでしょうか。

【事務局（川本係長）】

市全体でガイドラインを定め、初期指導としてスタートプログラムのような

カリキュラムを組んでいます。それらを基盤とし、各学校の創意工夫に合わせて

様々な取組みを行っております。

【中野渡委員】

中学校では新しい学習指導要領により、主体的・対話的ということが前面に出

てくるので、額田中学校の報告はとても参考になりました。CRS を進める中で、

学年により発達段階の差があると思いますが、考慮したことがあれば教えてく

ださい。

【額田中学校 永井教諭】

本校では、学年によって何かを変えるということはしていません。経験を積む

ことで、より深く小集団の学習ができるようになってきますので、ときには上の

学年の様子を見せることも有効だと思います。

【森委員】

タブレットを持ち帰り、自宅で学習する際に、ネット環境は自宅のものを使う

のですか、それともタブレット自体にネット環境が付いているのでしょうか。家

にネット環境が無い場合はどうするのでしょうか。

【事務局（川本係長）】

本市が採用したタブレットは Wi-Fi モデルで、自宅で学習する際には Wi-Fi 環

境が必要になります。自宅に Wi-Fi 環境が無い方に対し、令和２年度ではモバ

イルルーターを市で整備し、学校を通じて貸し出しを行いました。令和３年度以

降については現在検討しているところです。



【塩沢委員】

資料を拝見し、平成 30 年と比べ授業が分かりやすくなったという統計があり

ますが、中学生になると家庭で授業の話をすることが少なくなると思います。最

近ではコロナウイルスの影響で保護者へ授業の様子などを伝える機会が減少し

ていると思いますが、額田中学校ではどの様にしているのでしょうか。

【額田中学校長】

校長室だよりに授業研究は常に公開しております。授業の様子をホームペー

ジで毎週１回更新することで、保護者の方も安心し、協力的になっていただける

と思います。

【塩沢委員】

保護者の方も学校の様子を知りたいと思うので、このような取組みをされて

いるということで安心しました。

【若林委員】

額田中学校の取組みは素晴らしいと思いましたが、これを取組むにあたり教

員の意識変化や研修が必要になると思います。小集団の学習を導入する際に苦

労されたことや工夫したことがあれば教えてください。

【額田中学校 永井教諭】

本校の研究は教育委員会より委嘱を受けて３年間行ってきました。３年間の

間に研究授業を何度か行いましたが、そのたびに研修を実施し、先生方の今まで

の授業の考え方や、やり方を少しずつ変えていくように努めました。

【若林委員】

それに伴い、先生方の負担感ということがあったと思いますが、実際にそうい

う声はありましたか。

【額田中学校 永井教諭】

研究発表会を実施することで負担が増えることは、理解しているため教員間

で頑張ろうということでやってまいりました。

【額田中学校長】

子どもに任せると子どもはしっかりとやります。それを先生が見守り行き詰

ったときに手助けをします。これが理想で、教師が出すぎてしまうと子どもが受

け身になってしまいます。主体的にさせるには子どもに任せる時間を増やすこ

とが必要で、小集団で学習を行うことが生徒を主体的にさせるのに役立つと思

います。

【土屋会長】

子どもたちでできるようになると、教師が手をかけなくても集団の中で上手

に活動し成果が出ます。しかし、先生が大変になるという意見が先ほどもありま

したが、これを続けることは負担になるのでしょうか。

【額田中学校 永井教諭】

小集団の学習が定着すれば、教師は学びの様子を見て、学びが継続していない

場合に声をかけるという形になります。そういう部分では負担が減ると考えて

います。



【宇都宮委員】

岡崎版 GIGA スクール構想について進めていく上で、教員の力量向上が必要に

なると思います。岡崎市全体で、タブレット等の ICT を使用する力を向上する

ために行っている研修等があれば教えてください。

【事務局（川本係長）】

教員の研修に関しては様々な手立てを講じています。例えば短い動画をたく

さん作成し、それらを岡崎の教員のみが閲覧できる動画サイトで公開していま

す。また、勤務時間後にオンライン研修で自主的に学ぶような機会を設けていま

す。他にも、職員会議でもタブレットを使用するなど、常にタブレットを持って

教育活動を行っております。こうしたことで ICT の利用を日常化できるのでは

ないかと考えています。

【事務局（教育長）】

GIGA スクールで iPad のスキルをどのように上げるのかという問題だが、子ど

もたちに主体的に学んでいくことを求めているため、先生たちも講習会に行く

わけではなく、担当が言ったように自分でスキルアップしていくような仕掛け

づくりをしたいと思います。

【土屋会長】

小集団の学習と GIGA スクール構想を紹介いただきましたが、矛盾すると考え

られる場合があります。小集団は集団の対話、ICT は個人学習というイメージが

ありますが、事務局はそれぞれをどのように位置づけしていますか。

【事務局（川本係長）】

タブレットを使うと、画面に向き合って一人で活動するイメージを持たれが

ちですが、資料にあるようにタブレットを媒介として様々なやり取りをしてい

ます。既存の学びを取り除くのではなく、日本型の教育スタイルを活かしつつ

ICT を加えることで個別最適な学びというものが実現できるのではないかと考

えています。

【土屋会長】

ICT は子ども達がそれぞれの学習のために利用するイメージがありますが、対

話のツールとして使おうとしているのですね。新しいツールを使って対話型の

授業を重視させようとしていることが分かりました。

⑵30 人学級実施の効果について 

学校指導課長 太田幹也

30 人学級の実施によって得られる教育効果について説明

【小久井委員】

額田中学校でのクラスの人数、少人数の学習の人数を教えて下さい。

【事務局（太田課長）】

１クラス最大４０人で、額田中学校の場合 32 人前後です。



【小久井委員】

少人数学級の方が、生徒が手を挙げる機会が増えるのでしょうか。

【事務局（太田課長）】

その通りです。額田中学校の資料にもあるようにグループですと１人あたり

１時間で 16 回になります。それが、40 人いて１人１分話すとそれだけで 40 分

になりますので、当然４人グループ等で行うと発言回数が増えます。

【土屋会長】

グループで話すと全体でも話しやすくなると思います。自己肯定感を持つこ

とができる少人数によるグループ活動が効果的ですが、40 人いると教室のサイ

ズが窮屈に感じます。机のサイズが大きくなったにも関わらず人数は変わらな

いため、資料のレイアウトだとかなり厳しいですね。

【太田委員】

１クラスあたりの人数が減ることで教師が個々の子どもに関わる時間が増え

るということを改めて実感しました。グループで学習をする際に人数が多いと

隣の子の声、隣のグループの声が耳障りで自分の声が大きくなり、聞き取りにく

いということが何度もありました。30 人になると他の子の声が聞き取りやすく、

教師の机間指導がよりできることが資料を見て分かりました。

【中野渡委員】

額田中学校の実践にセルフチェックがありました。子どもたちの１時間の授

業の振り返りを、教師が把握しておくことは重要です。１クラス 40 人から 30 人

になると、きめ細やかさが大きく変わるし、働き方という視点からも大きな効果

があると思います。

【坂口委員】

本来ならば１人１人手を取って見てあげたいが、大人数で習字や絵具を使う

時は机間指導が難しいです。１人１人の確保できるスペースが広いと教室の中

を快適に過ごすことができて、良いと思います。

【小池委員】

中学になると体格にも変化があり、授業参観で保護者からみるとかなり教室

が狭いなと感じたことがあります。できるだけ広い教室が学びには適している

と思います。

【若林委員】

今回の資料を拝見し、対話中心の授業をしていくことと 30 人学級というのは

セットだと感じました。一方通行の授業を前提で30人学級を進めるのではなく、

対話中心、双方向の授業の実現とセットに考えないと、この 30 人学級の検討は

難しいと思います。

【土屋会長】

議題１で確認した通り、岡崎市の特色として対話型の授業を中心としていく

流れの中で 30 人学級が必要になると思います。



【事務局（教育長）】

１対 40 ということで 40 は見きれません。そこに子どもの主体性を入れてイ

ンタラクティブ、班と班、そういう学習集団を４人にしたという考え方です。

【塩沢委員】

30 人学級になることで、学習効果が上がることが分かりましたが、学習効果

を上げるための教室のスペースや心の成長への効果についてはどのようなイメ

ージを持てば良いですか。

【宇野副会長】

今回は物理的な量の話について説明があり、推測として想像できましたが、研

究事例、教室の広さとその効果の関係性が提示されていれば教えてほしいです。

【事務局（安藤所長）】

教育相談センターでは様々なタイプの子たちの対応をします。HSP や HSC とい

った症状の子は色々な声が気になります。例えば、集団で学習を進めていても隣

のグループの声が気になることもあると思います。しかし、少ない人数で環境を

整えてあげることで、HSP 等の子たちへの対応ができ、効果があがると思います。

【小田委員】

学習指導要領の改訂により、主体的・対話的な学びになることで発言量が増え

ます。発言が増えること自体はとても良いですが、その声が気になる子も大勢い

ます。そういう子がいることを踏まえて 30 人学級を進めて行く方向を考えてい

きたいです。

【土屋会長】

今は子どもが少なくなって、昔のように家庭に兄弟がたくさんいる、近所に友

達がたくさんいる環境ではなくなっています。それらも踏まえて 30 人という見

解も確認したいと思います。

⑶30 人学級実施の課題について 

総務課副課長 宮本佳久

【若林委員】

可能ならば、自治体に費用対効果を得られていない理由を聞くと、今後の検討

の際に参考になると思います。

【事務局（宮本副課長）】

費用対効果として挙げられた自治体は 12 自治体あります。今後事務局で追加

調査をしたいと思います。

【小田委員】

少人数学級により子ども達の学力が上がるというエビデンスはないという声

も一部にありますが、教育というのは学力だけではないと思います。費用対効果

が何を基準にしているのか追加で調べる、もしくは検討していただきたいです。



【土屋会長】

タブレットで60人の学級に一斉送信をする方法で費用対効果を得られること

もありますが、少人数学習という質を充実させるということを前提に費用対効

果について調べるべきだと思います。

【宇野副会長】

今回は 30 人学級ということですが、学校によって実情が異なると思います。

費用対効果で考えると 30 と他の人数で効果的に差がないのであれば、ある程度

30 にこだわらなくても良いと思います。

【太田委員】

教員の不足や研修ということで 54 市が挙げています。岡崎市で想定されるの

は県の採用試験で不合格になった方が受験するのではないかと思います。そう

いう方よりも岡崎で教員になりたいという学生や主婦、他の職業に就いている

方が教員は魅力的だと思ってくれるようなことがあれば良いが、現実は難しい

です。それらを改善するために給料も考えなければなりません。

【宇都宮委員】

人材確保では数と質が重要になります。その発掘をするために私が勤めてい

る大学では教員が中学校や高校に出向いて出前授業を行い、先生という仕事が

魅力的だよということを発信しています。なかなか実績に結び付かないですが

具体的な措置をとる必要があると考えています。

以前小中学校の教員をしていた頃に、15 人のクラスでは、合唱や体育の授業

では限界を感じることがありました。少人数は非常に効果的なことがたくさん

ありますが、負の側面をどのようにカバーするのかを考える必要があります。

【辻井委員】

30 人は十分大人数です。少子化で少人数の学校、学年、クラスというのが日

本中で進行しています。今回の議論では少子化による少人数の課題と分けるべ

きです。やはり教員が確保できるかという問題が一番の課題だと思います。

【土屋会長】

今出ている問題は、教員の採用を岡崎市として確保し、魅力的な教育活動へと

つなげていくことだと思います。30 人にするという簡単な問題ではありません。

給料を上げる方法もあるが、岡崎市だからこそ働きたいと思えるような教育の

魅力を含めた位置づけを定めないと 30 人になったところで、教員が集まりませ

ん。また、少人数になったときに人の変化がないことも問題で、クラス合同での

学習、学年をつないだ学習が必要になります。そこで大きな集団で活動する設備

と小さな集団で活動する設備を整える必要もあると思います。

【若林委員】

教員の確保について給料を上げるだけでなく、免許を失効している人に注目

するのも良いと思います。教員免許を再度取得するためには研修を受ける等や

るべきことが多くあります。法律上難しいかもしれないが、それらを簡略化する

ことも一つの手だと思いました。



【坂口委員】

出産や子育てがあると教員免許の更新が難しく、更新をするための講習を受

けると、現場復帰に１年ぐらい必要でハードルが高いです。岡崎市内で働くこと

が決まっている場合、簡単に教員免許が更新できると良いなと思います。

【事務局（太田課長）】

岡崎市独自で教員免許更新講習を行っております。講師登録をしていただけ

れば、働いていなくても免許更新をうけることは可能です。

【若林委員】

簡単にできるということを退職された先生方へしっかりと告知すれば、教員

が増えると思います。

【土屋会長】

そのようなことも 30 人学級の問題の１つであり、今後も検討するべき課題が

出てくると思います。

【小松委員】

福島県では30人学級が当たり前で、福島県は愛知県と比べて職が少ないので、

教員を目指す人が多いように感じます。岡崎は就職先が多く、給料が良い仕事も

多いので、教員を目指す人が少ないと思います。

今回 30 人学級を目指していますが、子どもたちはどのように思っているのでし

ょうか。子どもたちにアンケートを実施し、子どもたちの考えも踏まえて考えて

いきたいです。

【事務局（村田主事）】

小中学生に向けたアンケートの実施についても、今後検討しています。

【小松委員】

現在認可外の託児施設を運営しています。人材不足についてですが、子連れ出

勤を認め、パートタイムで働けるようにしています。小学校や中学校でも積極的

に採用されていくと良いと思います。

【土屋会長】

子育て世代の免許を持っている人が、働きやすいような環境を市が整備し、学

校へとつなげていくプログラムを考える必要がありそうです。


