
令和 2 年度 第 1 回豊浦町総合教育会議 議事録 

 

1、開催日時  令和 2 年 10 月 7 日(水) 

開会：午後 3 時 15 分  閉会：午後 5 時 15 分 

2、開催場所  豊浦町中央公民館 集会室 

3、議  題 

(1) 豊浦町立学校の学力向上及び教育の資質向上に向けて 

 ① 各学校における学力向上対策について 

 ② ICT 教育の取組み状況について 

 ③ 豊浦町適応指導教室(Raise)の現状について 

 ④ 寺子屋とようらの現状について 

4、出席委員 

町長部局：村井町長 

 教育部局：吉田教育長、荒井委員、本所委員、山下委員 

   ※ 相川委員欠席 

5、会議に出席した事務局職員及び意見聴取者 

 町長部局：副町長、総務課長 

教育部局：生涯学習課長、学校教育係長、学校力向上アドバイザー、社会教育係長、 

学校教育係、社会教育係、給食担当者、各学校長、豊浦中学校教諭 

6、議事の経過  別紙のとおり 

 

 

 



1、開 会 

〇事務局 只今より、令和 2 年度豊浦町総合教育会議を開催いたします。 

さっそくではございますが、本日の議事に入らせていただきたいと思います。 

最初に町長から挨拶をお願いいたします。 

 

2、町長挨拶 

〇町長挨拶 

  皆さんお疲れ様です。 

今年は、コロナ感染症対策により、いろいろな会議等も中止、延期などの対応をし 

ているところであります。また、近頃、GOTO 等のイベントの開催により、感染者 

数が増えてきておりますが、引き続き感染症対策を取りながら事業を進めて行きたい 

と考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

3、会議議題 

〇事務局 

 これからの進行につきましては、町長にお願いしたいと思います。村井町長、よろ 

しくお願いします。 

〇町長 

 それでは、次第の２番目の(1)豊浦町立学校の学力向上及び教育の資質向上に向け 

ての①各学校における学力向上対策について、豊浦小学校から順次ご説明をお願いし 

ます。 

〇豊浦小学校長(別添資料に基づき説明) 

 今年度、豊浦小学校に校長として着任いたしました大谷昌史です。よろしくお願い 

致します。日頃より本校の教育活動へのご支援を賜りありがとうございます。 

さて、本校の学力向上対策につきまして説明させていただきます。 

お手元の「令和２年度豊浦小学校の学力向上プラン」を見ながらお聞きいただければ 

と思います。 

まず、本校の学力及び学習習慣の傾向について、資料にはありませんがお伝えいた 

 します。今年度は、全国学力・学習状況調査を実施していないこと、１～５年生の CRT 

検査は、３学期に実施することから、学力については、昨年度の傾向になります。 

国語・算数共に正答率の平均値が下位の方にあります。 

国語は、記述の仕方の工夫をしたり、自分の考えや理由を明確にしてまとめて書く 

こと、漢字の書き取りや接続詞など言語に関することが苦手である。 

算数は，全国とほぼ平均正答率は変わらないが、図形の領域が苦手である。 

宿題には、まじめに取り組むが、家庭学習の時間が短い。 

これらの課題を解決するために、豊浦小学校では大きく分けて４つの取組をしてお 



ります。 

一つ目の取組は、学習が苦手な児童の底上げです。 

具体的には、「３．主な取組」の中の③、⑥、⑦、⑧、⑨の部分になります。 

③「算数 TT・習熟度別学習の取組」は、北海道・豊浦町より少人数・習熟度別の 

算数の授業を実施するための教員を配置していただき、苦手分野である図形や処理速 

度に差の出やすい学習の中で個に応じた教育を提供しています。 

⑦「朝の特別学習会」は、校長も含め全校体制で、保護者の了承を得て、各学年３ 

名程度に分けて、学習に困り感のある児童に、前の学年の学習内容や今の学習の補強 

など実施しているところです。 

⑧「家庭学習のすすめ」については、期待される学習時間や家庭学習の内容など家 

庭に伝えながら、習慣化と学習時間の拡大を図っているところです。 

⑨「算数基礎基本問題（ドラえもん）の取組」につきましては、小学校で学習する 

すべての内容を網羅した学習プリントを卒業までに、すべてやりきる取組であり、朝 

学習や家庭学習にも活用しているところです。 

二つ目の取組は、外国語活動の充実です。 

主な取組④の部分になります。 

本校は、今年度「外国語巡回指導教諭」を配置していただき、また、ALT や学習支 

援員も配置していただきながら、児童の外国語への興味関心を高め、確かな力を付け 

る授業づくりに取り組んでいるところです。合わせて、巡回指導教諭による研修や助 

言を通して、教員の外国語の指導力向上にも努めているところです。 

三つめの取組は、組織的・計画的な学力向上への取組です。 

主な取組の⑩・⑪・⑭の部分になります。 

⑩「夏・冬休みの学習会」につきましては、今年度はコロナ禍ということもあり、 

実施を見合わせておりますが、各学年に複数の教員を配置し、休み中の課題の分から 

ない部分や、苦手分野の補強に取り組む形となっております。 

⑪「北海道チャレンジテストの活用」につきましては、⑭「PDCA サイクルを機能 

させた各種調査の分析・改善」とも連動しますが、裏面「７．年間計画」にもありま 

す通り、チャレンジテストや CRT テスト、全国学力学習状況調査の結果を踏まえ授 

業改善に学力向上委員会を中心として、学力向上に向けて組織的・計画的に取り組ん 

でいるところです。 

四つ目の取組は、主な取組①「教務部を中心とした授業改善」となります。 

校内研修での全学級授業公開や、授業に対する研究協議から授業改善を図っており 

ます。また、豊浦町より各教室にデジタル教科書や実物投影機を整備していただき、 

視覚を通した分かりやすい授業づくりを目指しているところです。 

学力向上とは直接かかわりませんが、特別支援教育の充実につきましても、豊浦町 

より介護員を配置していただき、手厚い環境の中、子どもたち一人一人の状況や家庭 

のニーズに合わせて個別に充実した教育を目指して取り組んでいるところです。 

最後に、この場をお借りして、子どもたちの学力向上のために、人や物など、豊浦 

町には環境整備をしていただいていることにお礼申し上げ、豊浦小学校の発表を終わ 



ります。ありがとうございました。 

〇大岸小学校長(別添資料に基づき説明) 

 本校の現状は、全国学力･学習状況調査は、「国語」は、ほぼ全国平均と同程度、「算 

数」では下回る結果となった。回答する時間が足りなくなることもなく解答すること 

ができている。 

学力検査では、1・2 年生が全国平均と同程度、3・4 年生は下回りました。 

特に、国語での「読む」、算数での「数と計算」の領域の正答率が低く課題であ 

る。左側にある、学習指導要領、北海道教育委員会教育推進計画、胆振管内教育推 

進の重点、豊浦町教育推進の重点を踏まえ、右側にあります。４つの取組を行って 

おります。 

教科指導につきましては、児童へ興味関心をもたせ、主体的に学習することがで 

きる授業の展開、個に応じた指導の充実(個別の支援計画)、隔週課題・見通し・課 

題解決・まとめ・振り返り学習を理解できるノート指導、発表など伝え合う場の設 

定学習ガイド【きずな】を活用した学習規律の統一、並行読書による読書活動の習 

慣化、教科外指導につきましては、通年での朝の読書活動の取組、総合的な学習を 

中心に教科横断的な学習の取組、チャレンジテストによる成果と課題の確認、漢字 

検定の推奨、教員の資質能力の向上につきましては、公開授業による他者からの助 

言、授業力向上のための校内研修、校外研修による広い視野からの研修、学校評価 

、授業評価、保護者・児童アンケートの活用、家庭での取組につきましては、家庭 

学習や読書の習慣化、生活ガイド【スクラム】の活用、「早寝・早起き・朝ご飯」に 

代表される、生活リズムの定着、ＴＶ･ゲーム時間などの家庭内でのルール作り、学 

校・家庭の共通理解、これらを踏まえ、本校の今年度の目標は次の通りです。 

すべての学級の各教科の授業で「課題・見通し・課題解決・まとめ・振り返 

り」を入れ、児童評価項目「勉強が分かるようになってきた」と回答する児童 

100％を目指す。 

ＣＲＴ検査で、全学年、前年度の正答率10ポイント上げる。 

毎学期ごとのチャレンジテスト「漢字‣計算」の設問の正答率100％にする。 

児童評価項目「漢字を書く力や、計算する力が付いてきた」と回答する児童 

100％を目指す。以上で説明を終わります。 

〇礼文華小学校長(別添資料に基づき説明) 

 児童の学力向上には、心や身体の健全な発達も不可欠であることを認識しつつ、学 

力向上策を行っていくことが大切と共通理解して実践しています。 

本校の実態を踏まえ、教職員の資質能力の育成も含め、重点的に推進していくもの 

は、次の７点です。 

１、基礎基本の確実な定着については、ドリル等の繰り返し使用による反復学習の 

徹底、２、考える力を育む授業改善（礼小スタイルの徹底）については、「課題（つか 

む）」「自力解決（考える）」「まとめ（ふかめる）」「振り返り」を明確に位置付けた授 

業づくりを行う。 

また、言語活動（読む・書く・話す）を授業に設定、授業公開（Stand Up 週間）で 



の意見交流を行う。３、デジタル教科書や実物投影機等の ICT を効果的に活用し 

た授業の実践、４、他者を意識させた発表活動の場（職員室等）設定、５、家庭と連 

携・協力した家庭学習の推進、６、小学校外国語巡回指導教諭の実践からの学び、７、 

パートナーティーチャーからの助言を活かす実践を行う。 

以上で説明を終わります。 

〇豊浦中学校長(別添資料に基づき説明) 

 細野です。3 年目になりました。日頃より本校の教育活動に多大なるご支援ご協力 

をたまわり誠にありがとうございます。 

本校の学力向上について説明させていただきます。 

横長の学力向上プランというプリントをご覧ください。 

本校の学力向上のプランを 1 枚にまとめたものです。 

しかし、文字が細かいので見づらいので、もう 1 枚のスタディーサポートという写 

真の付いている資料をご覧ください。 

大きく３つについて説明させていただきます。 

１つ目は、読むという活動です。朝の読書運動、毎朝 10 分間、生徒一人一人が興 

味関心のある本を読み、落ち着いた雰囲気で１日が始まります。ビブリオバトル。 

主体的に読書をし、相手や目的を意識しながら工夫して本の魅力を発信する取り組 

みです。 

２つ目は、家庭学習の充実、学習集会、効果的な家庭学習の仕方について考える機 

会を設けています。とようらノート、家庭学習のポイントや各学年の時間の目安や勉 

強の仕方等をアドバイスしています。 

家庭学習ノート展、家庭学習のノートを互いに見て、参考になるまとめ方等につい 

て勉強する場を設けています。 

3 つ目は、ステップアップ学習、数学の基礎基本の理解習得から習熟定着を目指し、 

１・２年生を対象に支援しています。 

特に、中学１年生の年度初めの授業をいきなり数学から始めるのではなく、算数の 

復習から行い、いわゆる中 1 ギャップをうめるためにきめ細かい指導をおこないまし 

た。 

以上で説明を終わります。 

〇町長 

今、各学校からのご説明がありましたが、このことについて、何か聞きたいことが 

ありましたら、ご質問願います。 

〇荒井委員 

  大岸小学校の学力向上プランの一番下の欄に、正答率 100%にするなど目標が書い 

てあるが、礼文華小学校の学力向上対策の資料をみると昨年の実績等が記載されてい 

ますが大岸小学校は結果が来年に出ると言うことか。 

〇町長 

  大岸小学校、お願いします。 

 



〇大岸小学校長 

 目標として 100%と記載しており、結果については来年度示したいと思います。 

〇荒井委員 

  目指にすのは 100%であるが、結果については来年度出るという事で良いのか。 

〇大岸小学校長 

  その通りです。 

〇荒井委員 

  豊浦中学校の資料の写真について、古い先生が授業しているのが載っているが、現 

在、このような授業をしているのか、していないのか。 

〇豊浦中学校長 

  申し訳ありません。以前の写真を載せてございます。 

現在も同じような授業を行っております。 

〇荒井委員 

  自前の先生で対応しているのか。 

〇豊浦中学校長 

  はい。自前の職員で対応しています。 

〇町長 

  他に質問等ありませんか。 

〇本所委員 

  先月、大岸小学校のコミュニティースクールの中で、アンケート調査の結果、子ど 

 もと保護者との受け止め方に違いがある旨、報告があったが、他の学校の状況はどう 

なっているのか。 

〇町長 

  コミュニティースクールのアンケートの状況について、各学校から説明願います。 

〇豊浦小学校長 

  前期、後期、2 回にわたってアンケート調査行っております。 

前期は、教職と子どもについてのアンケート調査、子どもと保護者のアンケート調 

 査は、12 月に行うので、そこについては、お答えできない状況です。 

ただ、教員と子供たちの調査の結果に誤差がある項目があるのは事実です。 

先生方においては、厳しく自己評価いたしますが、子ども達にすれば、先生に何で 

も相談出来るなど高評価の部分もあり、逆にうれしいズレがある結果となっておりま 

す。 

〇礼文華小学校長 

  豊浦小学校と同じように子どもと保護者へのアンケート調査はこれからであり、教 

員と子ども達の結果については、自分の授業については厳しく評価しています。 

保護者と子ども達のアンケートは、12 月に実施する予定にしております。 

  コミュニティースクールについては、春に実施した後、コロナの関係で会議開催出 

来ていない状況でありますが、今後、開催したいと考えております。 

 



〇豊浦中学校長 

  例年 2 回実施していますが、コロナの関係で会議開催できていません。 

学校行事を後期、2 学期以降に移しており、学習に力を入れており、国語、算数、 

理科、社会、英語と地獄のように毎日授業を行っている現状であり、そこに充実した 

行事などについて、学校祭の達成目標などの評価目標がありましたが、まだ、実施で 

きていませんが、今後、12 月に実施して行きたいと考えております。 

コミュニティースクールについては、二ツ森係長に事務局をやっていただいており、 

豊浦小学校と中学校と合同で実施しておりますので、人数も多いので今後の状況も見 

ながら 3 密を防ぎながら協議したいと考えています。 

〇町長 

  よろしいですか。 

 他にご質問等無いようなので②の ICT 教育の取組み状況として、校務支援ソフト 

について、大岸小学校、佐藤校長先生お願いします。 

〇大岸小学校校長(パワーポイントにより説明) 

私は，大岸小学校校長の佐藤と申します。 

私からは，本町の ICT 教育の取組状況について説明させていただきます。 

まず、6 月から立ち上がった豊浦町 ICT 教育プロジェクトチームについて説明い 

たします。設立の目的は、1 つには、豊浦町の子どもたちに学習内容を確実に定着 

させるために、効果的なＩＣＴ機器の活用を検討し、推進するためです。 

もう１つは、学校における働き方改革「北海道アクション・プラン」を断行し、 

子どもと向き合う時間や授業準備本来の業務に専念できる環境を整えるために校務 

支援システムの効果的な活用を検討し、推進するためです。 

メンバーは、7 名で、民間から 1 名、教育委員会から 3 名、学校現場から 3 名で 

一応私、佐藤が代表ということになっております。 

毎月、1 回の開催を原則としており、ICT 教育・ICT 機器・環境整備・進捗状況 

の共有を行っております。話し合われる内容についてですが、校務支援システム・ 

デジタル教科書・プロジェクターや大画面 TV、教材提示装置、タブレット、ネット 

ワークや Wi－Fi 環境、WEB 会議、遠隔授業など ICT 活用に関わる様々なこととな 

っております。 

では、それぞれ具体的に説明いたします。 

まず、校務支援システムについてですが、校務支援システムとは、児童・生徒に 

関する様々な情報の電子化とデータの一括管理、さらに共有されたデータを活用し 

た帳票等の作成を行うことにより、教職員の事務負担の軽減を図り、子どもと向き 

合う時間を確保すること、さらに教育の質の向上を図ることを目的とした「北海道 

共同利用型校務支援システム」のことです。 

これは、システムの中の予定表です。 

これまでは主に教頭が作成し、修正する場合も教頭がファイルを変更したり、手 



書きで直していましたが、このシステムで統一することにより常に最新情報が共有 

されます。これは、個人連絡機能です。これまでは、意思伝達する場合に職員同士 

で直接会話で伝えたり、メモや付箋をその職員の机に置くなどの方法をとってきま 

したが、この機能のおかげで、思いついたときに、複数人に同時に情報を伝えるこ 

とができます。また、ファイルも添付することができます。 

さらに、情報セキュリティ上もこのシステムを活用するのが、安全です。 

現在、教職員の勤務時間の管理をこの校務支援システムと連動するカードリーダ 

ーに白いカードをかざすだけでタイムカードの役割をします。これが小中 4 校に導 

入済みです。カードをかざすと即座に校務支援システムに情報が伝わります。 

設定した時間より超過がある場合は、ピンク色表示となり見える化により勤怠管 

理が容易になります。 

これは児童生徒名簿機能です。 

ここに情報を入れておくだけで、通知表や成績管理、各種調査票、指導要録とい 

ったものに情報が共有されており、改めて情報を入力する必要がありません。これ 

で、写し間違えといった単純ミスが減ります。 

保護者の情報や兄弟情報もすぐにわかりますので、大変便利です。 

これは、体力テストの情報です。 

システムに入力することで、全職員が共有できます。 

これらは機能のほんの一部です。 

校務支援システムの活用状況ですが、昨年度に、豊浦中学校で導入済み。 

今年度 9 月より、小学校 3 校に導入され、初期設定が終了し、来週で業者による 

学校説明会が終了し、本格運用開始となります。 

教職員の働き方改革が叫ばれている中、このシステムの活用により、業務軽減が 

大幅に図られます。その分、本来業務である子供と向き合う時間や授業準備の時間 

を確保することが可能となります。 

次に、デジタル教科書についてですが、デジタル教科書とは、学校の教科書とし 

 て使われることを想定して作られた電子書籍のことです。 

授業を分かりやすくサポートする補助的な役割を担うものです。 

実際のデジタル教科書は、このようになっています。 

これは国語ですが、黄色の部分を選択すると文を読む機能があります。スピード 

のコントロールも可能です。以前は、担任が黒板や模造紙に書いて子どもたちに示 

していました。デジタル教科書を大画面 TV に写すことで、この時間が削減されま 

す。 



これは、算数です。計算の手順を説明する時に役立ちますし、もっと問題に取り 

 組みたい場合にもすぐに問題が提示されます。 

黒板のようにパソコン上で、手書きで書き込むこともできます。 

これは理科です。動画もついていますので、例えば、グラウンドで気温の図り方 

を勉強する時に、先に動画でどのように実験するのかを見てイメージをつかんでか 

ら行うことで、全体での確認が容易になります。 

これまでは、担任が口頭で伝えたり、黒板に描いて伝えたりしていました。 

デジタル教科書の活用状況ですが、現在、小学校では国語・算数・社会・理科， 

中学校では英語と数学の指導用デジタル教科書が導入されています。 

学習者用デジタル教科書については、導入されていません。 

現在は、教師用のデジタル教科書のみが導入されていますが、今後、学習者用デ 

ジタル教科書が導入されていく可能性もあります。 

昨年度、学習者用デジタル教科書に係る法整備がなされ、紙の教科書とデジタル 

教科書を併用・代用できることになりました。 

ただ、費用面のハードルがあり、なかなか導入が進んでいないのが現状です。紙 

の教科書は無償給与されていますが、学習者用デジタル教科書は有償です。 

タブレット端末の普及に伴い、将来的には紙の教科書ではなく、デジタル教科書 

 に置き換わる可能性もあります。 

プロジェクター、大画面 TV、教材提示装置（実物投影機）についてですが、これ 

らは、教科書やノート等を大きく映し出すことにより，児童・生徒にとって見やす 

くなり、従来の黒板だけを使った授業よりも分かりやすくなり学習の理解が深まる 

効果があります。 

また、大画面テレビやプロジェクターをパソコンとつないでデジタル教科書を写 

すことで児童生徒全体へ伝えることができます。 

これは、プロジェクターです。大画面 TV よりもさらに大きく写すことが可能で 

す。これが大画面 TV です。小中の各学級に 1 台ずつ導入されています。 

これは教材提示装置です。実物投影機とも言います。プリントや教科書を TV や 

プロジェクターに写して全体に見せることができます。 

これは最新の装置です。前の画面と比べて装置自体がとてもコンパクトに作られ 

ています。 

次にタブレットについて説明いたします。すでに機種が決まっており、クローム 

ブックというもので、普通のパソコンのようにキーボードで入力することもでき、 

タブレットとして、指などで直接画面にタッチして操作することもできます。 

整備状況ですが、機種が決定し、業者に納入済みです。 

今後、初期設定を行った後で、各学校に配置されます。一人 1 台ずつ持ち、将来 

的には家へ持ち帰ることも想定されます。 



ただし、校内ネットワークや校内の Wi－Fi 環境、さらに家庭のインターネット環 

境が整わないと活用が難しい状況です。 

このネットワーク・Wi－Fi 環境の整備進捗状況ですが、これから学校内どこでも 

Wi－Fi が使えるように整備されます。すでに、業者の実地調査は終了しています。 

冬休みを目途に、設置工事開始予定です。 

この Wi－Fi 環境が整備されると先ほど説明いたしましたタブレットや校務支援シ 

 ステムがより効果的に活用することができるようになります。 

WEB 会議の実施状況については、北海道教育委員会・胆振教育局等の研修で実施 

 済みで、小中学校間では、試験運用がすんでいますし、今後、へき地・複式研究会 

 で実施予定です。また、11 月の校長会議は WEB 会議で行う予定です。 

教師用タブレットが導入されれば、さらに簡単に会議を行うことができます。 

最後に、遠隔授業の取組状況についてですが、これまで通っていなかった礼文地 

域への光ファイバー回線も設置が決まり、明るい情報もあるのですが、各家庭のイ 

ンターネット環境が整っていないことが課題です。 

タブレットが全児童・生徒に渡ると実施しやすくなる。それまでの代替として、 

千歳科学大学の e ラーニングシステムというものを活用することも検討していま 

す。以上で，ICT 教育に関する説明を終わらせていただきます。 

〇町長 

 今、大岸小学校佐藤校長先生からご説明がありましたが、このことについて、何か 

聞きたいことがあればあればご質問願います。 

〇荒井委員 

  礼文と山方面に Wi-Fi の基地が入ることは間違いないのか。 

〇町長 

  光については、これからです。 

〇荒井委員 

礼文と山方面に何が整備されるのか。 

山下委員、前、何か言っていたよね。 

〇山下委員 

  光の整備はこれからです。 

〇荒井委員 

  Wi-Fi は使えるのか。 

〇山下委員 

  今、個人で Wi-Fi を整備されてる方もいます。 

光の話は、これからの整備です。 

〇荒井委員 

Wi-Fi、何が整備されるのか。 

〇大岸小学校長 

  光ケーブルが整備されることになります。 

 



〇荒井委員 

  大和地区はどうか。 

〇大岸小学校長 

  大和地区はちょっとわからないです。 

〇教育長 

  全町的に整備することになります。 

〇荒井委員 

  これについては、個人で整備しないといけないのか。 

〇教育長 

  そうですね。現実的には個人で整備することになると思います。 

〇副町長 

  現実的に、予算の関係は、9 月に補正済みです。 

全国的に整備が集中しているので、来年度までにかかる見込みです。 

  大岸、礼文、山方面全町が同じような環境になるように各地区で説明会を開催して 

いるところです。原則、個人負担でありますが、各家庭により事情もあると思います 

ので、今後、支援の部分も含めて考えていかなければならないと思っています。 

〇荒井委員 

  今、個人負担と聞いたのは、勉強だけでなく、ゲームが出来るので、そのような環 

境にない子どもには、仲間外れにして、とわにーに行って遊べとか言って、喧嘩、イ 

ジメにつながるのではないかと思っています。 

〇副町長 

  家庭教育の中で、ゲームも何時間までとか制限を設けるなど、保護者で対応してい 

ただき、先生方ではなかなか解決できないと思う。 

  教育委員会でもゲーム時間など調査しているのか。 

〇荒井委員 

  このノーゲームデーを設けているが、効果はどのようになっているか。 

〇豊浦小学校長 

児童アンケート調査や昨年度の保護者のアンケート結果からも課題として出てい 

るものなので、学校からは、時間の制限やゲームの制限など指導しているところです。 

  ノーゲームデーついては、今年の児童アンケートに項目があり、取り組んでいるの 

かと言った項目があり、あまり取り組んでいないと言った結果であったので、今後、 

子ども達の意識を高めなくてはいけないと感じています。 

〇町長 

  やっぱり、家庭の問題である。 

〇荒井委員 

  どうやって指導したら良いのか。 

〇町長 

  それが難しいところである。 

 他にご質も等ありませんか。 



〇副町長 

 昨日の新聞等に原則、デジタル教科書について、スピード感を持って整備するとの 

報道もありますが、今年、９月に先生用のデジタル教科書が入って、活用されていま 

すが、現場の先生方々の対応はスムーズに活用されているのか、スピード間で整備さ 

れた時、現場の先生方は問題なく対応できるのか。 

また、校務支援が入ったことにより、教頭先生方の負担が減ったのか具体的に教え 

ていただきたい。 

〇大岸小学校長 

 先生方にもメリットがあるため、自ら積極的に活用しています。なぜならば先生方 

が楽になるからです。研修すると言うより自ら使いこなしている現状です。 

また、校務支援を入れることにより、事務の負担が減ります。 

ただし、システムに慣れるまで多少時間がかかりますので、来年４月位には慣れて 

かなり短縮になります。 

以前の学校では、３０時間かけてアンケートの調査をしていたのが、５分で終わっ 

たケースなどもあり、本町におきましても効果があると思われます。 

また、転記ミスがなくなり、校長、教頭の事務が軽減されます。 

〇町長 

  児童・生徒用のデジタル教科書の導入について、早く導入したほうが子ども達に効 

果があるのか教えて頂きたい。 

〇大岸小学校長 

  まだ、国がどう考えているのかわかりませんが、デジタル教科書を導入するために 

はお金がかかるので、徐々に導入されるのではないかと思っております。 

個人的には、紙ベースでなく、デジタル化の方が今の時代にあっていると思ってい 

ます。特に、動画は直ぐに見られるので、導入すべきかと思っています。 

〇荒井委員 

  学校訪問でデジタル教科書を使った授業を見せていただいたが児童・生徒の受けは 

どうか。 

〇大岸小学校長 

  非常にいいです。 

我々の時代は、黒板に書くのが当たり前であったが、子供たちは生まれた時からデ 

ジタル化であり、スマホもあり、すんなり受け入れています。 

〇荒井委員 

  先生方だって字をみれば綺麗に書いて、考えながら板書してるので、受け入れられ 

るはずであるが、それよりもデジタルの方が受け良いのか。 

〇大岸小学校長 

  今は、共存という事で両方行っていますが、今後は、デジタル化となると思います。 

〇荒井委員 

  そしたら、先生方は機械の操作するのか。何をするのか。 

〇大岸小学校長 



  これからは、コーデイネーターなどが大きな役目となるのではないか。 

  また、働き方改革などもあり、それは効果的だと思います。 

〇荒井委員 

  そう言う時代になるのか。 

〇町長 

他に質問等無いようなので遠隔、家庭学習支援ソフト「ミライシード」について、

豊浦中学校、宮ケ原教諭お願いします。 

〇豊浦中学校教諭(資料等無し) 

  豊浦中学校の宮ケ原と申します。よろしくお願いします。 

本日は、このように説明をさせていただく機会を頂きありがとうございます。 

早速ですが、ミライシードについて、ご説明させていただきます。 

本校は、昨年度からタブレットが近いうちに導入されることから、研修、検討を進 

めてまいりました。検討している中、コロナ感染拡大の影響により、タブレットを導 

入していただけること、感染拡大で様々な制約がある中で、どのような活用をするこ 

とにより、学びの保障が出来るのか等を考えた時に、ひとつの解決方法として、ミラ 

イシードを活用出来ればと思います。 

まず、ミライシードのスタート画面がこのようになっています。生徒が実際に使う 

画面になりますが、自分の出席番号を入れ、パスワードを入れることにより、自分専 

用の画面になります。このミライシードを販売している会社がベネッセと言う会社で 

あり、このキャラクターご存じですか、シマジロウがキャラクターで、教育関連会社 

で「子どもチャレンジ」や「進研ゼミ」、「中学講座」など、さまざまな年代の子供を 

相手とした教材の会社がベネッセです。 

この子供の関連教材を扱う会社なので、子供の視点に立って、子供がやってみたい。 

意欲の喚起につながるようなものだったり、直感的に操作に費やす時間でなく、実際 

に使うと言うところに時間をかけることが有効である視点に立ったとしたら、直感的 

に操作がわかるという事が有効と考えています。 

このミライシードは、こちらがドリルパークであり、これどういったものかと言い 

ますと、これは個別学習ドリルです。 

 今までは、ワークなどを子供たちに買っていただいたものがいずれはこちらに代用 

されるのではないかと思っています。 

次に、ムーブノートについては、なかなか手を上げて発表するのが苦手な生徒がい 

ますが、ムーブノートを活用するとそれぞれの意見を打ち込んであげると、誰がどの 

ような意見を発表したのかが一目でわかります。 

オクリンクは、発表するのに役に立つ。また、生徒のページに入ると、ひとつの画 

面でやりたい画面に入ることが出来る。便利です。 

ドリルパークとは、どんなものかについて説明させていただきます。 

これは、中学校２年生のデモであり、私が作ったものです。 

国語、数学、理科、社会、英語の５科目が揃っています。 

和服の時、足袋をはく。足袋を書きなさい。 



パソコンに書きます。１問ですが答え合わせを行います。 

数学へ行きます。 

それぞれ中学校２年生が学習するものが沢山用意されています。 

次に、英語になります。書いたりするのも大事でありますが、耳から聞くのも大事 

であり、英語の先生がある場面について英語で説明する映像が流れます。 

最後に、社会になりますが、歴史になり一問一答になりますが、次々に問題があり 

答えていくことになります。 

さまざまな教科の学習した結果について、今日１日の振り返りを確認することが出 

来ます。生徒は自分の１日の学習の内容等を確認することが出来ます。 

また、各教科、担任の先生方が確認することが出来、誰がどれくらい学習したのか、 

どこでつまずいたのか等について、確認することが出来る。 

ムーブノートの活用については、広場に送ることにより、生徒の意見が集約出来る 

ので、皆で確認することが出来る、また、教師用の画面一覧でも見ることが出来る。 

それ以外にも、それぞれ生徒たちが書いた言葉について、書いた言葉を集約するこ 

とが出来ますので、いろいろな場面で活用出来ると思っています。 

ドリルパークとムーブノートについて説明させていただきましたが、これから第３ 

波、臨時休校、分散登校などになった場合でもミライシードを活用することが可能だ 

と思っています。 

今年度は、無償で利用できるようになっていますので、対応出来ると思っています。 

この後、クロームブックが導入されて、生徒たちが様々な形で活用して教育活動を 

進めて行くことになると思いますので、さまざまなものを活用することにより、最大 

限活用できると思っています。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

〇町長 

 今、宮ケ原教諭からご説明がありましたが、このことについて、何か聞きたいこと 

があればあればご質問願います。 

〇荒井委員 

  ありがとうございました。自分たちの意見を広く意見を出すことにより、他の人が 

俗にいう「いいね」「いいね」と共感することはいいけれど、話すことが苦手な子供 

は、ムーブノートに入れ、そして発表できなくても自分の意見を言う事が出来ると言 

ったが、人の前で発表することが出来ない子どもになってしまう気がしますがどうか。 

〇豊浦中学校教諭 

  これだけになってしまうと文字面でやればいいやと言った子供になってしまうの 

で、発表する場面も必要であり、今まで以上に意図的に発表する場を設けていかなけ 

ればと思っています。 

〇荒井委員 

  朝の会などに発表する場を設けるわけにはいかないのか。 

〇豊浦中学校教諭 

 すべての授業で、これを使うわけでないので、今まで通りみんなの前で意見を言っ 



て発表する場も必要であると思います。 

〇荒井委員 

  小学校低学年では、わかる人と言ったら、子供たちが手を上げるが中学生はどうか。 

〇豊浦中学校教諭 

  中学生の学年が上がるうえでだんだん少なくなっています。 

  何とか発表出来る子ども達を育てていきたいと思います。 

〇山下委員 

  授業の中に取り入れていく仕組みの説明か。 

〇豊浦中学校教諭 

  ムーブノートはそう言う形になると思います。 

ドリルパークについては、個別学習になるので、勿論、授業でも使うことになると 

思いますが、家庭で Wi-Fi 環境が整備されるのが前提となりますが、整備されたなら 

ば家庭でも活用することが出来ます。 

〇山下委員 

  先ほどの話しにも出ていたけれど、なかなかみんなの前でしゃべられない子ども達 

の意見を出して、広場に投稿した意見について、すべてオープンになるのか。 

〇豊浦中学校教諭 

  そうです。子供の画面でも見ることが出来ます。 

こうやって映し出した時にも見ることが出来ます。 

〇山下委員 

  そうなった時に、その子供が自分の表現をしたのが全員の子ともたちが見れたとき 

に、その人が言った言葉、つぶやきなどが残らないのであればいいが、残ってしまう 

とあとからイジメにつながらないか心配ですが大丈夫か。 

〇豊浦中学校教諭 

  そのところについては、SNS とかも含めて、いったん文字にしてしまうとさまざま 

な場所で活用していく時には、十分気を付けて指導していく中で注意していかなけれ 

ばならないと思います。 

〇山下委員 

  あともう一ついいですか。 

今、素晴らしい話を聞いたのですが、先ほどもマウスで字を書いていますが、先生 

方が昔からやっているようにきれいな字を黒板に書いていると思っていますが、必要 

なくなっていく板書の意味や、きれいに書くなどの文化がなくなっていくことに対し 

て、今後どのような対応をしていくのか心配である。 

〇豊浦中学校教諭 

  ミライシードについては、ドリルパークは個人で学習していくものであり、ムーブ 

ノートは、話し合いの中で活用するので、通常の授業の中でこれだけを使うことには 

ならないと思います。私は社会の教科なので、社会で使うとすれば、授業の残りの５ 

分を確認のために使用するとか、そこまでの 50 分授業の 45 分間について、黒板に書 

いたものをノートに写すなど、場面場面で生徒にとって理解されやすいものを選択す 



るようになると思います。 

〇町長 

他にご質問等ありませんか。無いようなので、③豊浦町適応指導教室(Raise)の現状 

について、葛西学校力向上アドバイザーお願いします。 

〇学校力向上アドバイザー   

  教育委員会の葛西です。いつもお世話になっています。 

短い時間ですが説明させていただきます。 

設立の経緯と様子について、ご説明させていただきます。 

資料と若干入れ替えがあるかもしれませんが、資料と画面を見ていただければと思 

います。 

適応指導教室ライズを、二学期から始めました。この教室はどんな教室と言います 

と、豊浦中学校で、学校に行きたくてもいけない子どもが 5 名おられます。 

中学校では、プロジェクトチームを作って、SSW(スクールソーシャルワーカ)を学 

校に指導者として、子供や保護者と話し合いを行い、学校に行けるように学校全体で 

取り組んでもらっています。 

その中で、学校には行けないけれど、学校以外のところであれば行けるかもしれな 

いと言った話を、中学校、SSW から伺ったので、それではと言う事で、教育委員会で 

考えました。そこで、適応指導教室ライズと言う教室を立ち上げました。 

このライズの名前については、ライズに来ている子どもが選んだ名前です。 

自分から進んで決めたのではなく、いくつかの候補の中から選んでもらった名前が、 

ライズです。このライズの意味は、サンライズ、ライジングサンとか日の出と言った 

意味です。これを子供が選んだので、ライズにしたものです。 

不登校のきっかけは、文科省の調査によると、学校にいけない理由は、学校のこと、 

家庭のこと、本人のこと、その他、学校にいけないのは友人関係、その次に、勉強の 

こと。一番下のイジメについては、統計的に 0.6%から 1%となっています。100 人い 

たら 1 人というようにとらえていただければと思います。 

次に、家庭のこと、親子の関係がうまくいかないがトップです。 

家庭内不和です。お父さんお母さん関係です。次に、生活環境の変化、本人が情緒 

不安定、生活リズムがとれない、ゲームをして昼夜逆転して、朝起きれなく学校に行 

けない。このような文科省の調査結果となっています。 

この教室は、学校に行きたいが行けないための教室です。 

学校に行けたら良いなぁと言った目的でつくったものです。集団生活への適用、精 

神的な情緒の安定、基礎学力の補充、教室に通うことで生活習慣の改善などを目的に 

適応教室があります。 

学校と SSW との連携が必要で、この教室だけで行うのでなく、学校との連携、保 

護者との連携で登校を促す、社会的自立を促すことが目的です。 

流れです。 

適応教室の学習の前に、保護者と子供たちと面談します。  

自分がこの教室に通いたいと思ったとき、学校と相談して、この教室に来てもらっ 



ています。 

学校の担任の先生もこの教室に顔を出してもらっています。 

また、学校のプリントを届けてもらったり、学校との連携が必要であり、この教室 

の子供たちの様子を中学校へ報告したりしています。 

どのようにやっているのか、黒板に書きました。 

毎週、火曜日と金曜日、１０時から１２時での２時間です。 

子供にもアンケートも取りましたし、近隣の市町にも確認しましたしが、朝 8 時か 

らにすると子供たちに負担をかけてもいけないし、朝 7 時 30 分から 8 時にすると、 

小学校生、中学校生が登校しますので、顔を合わせる時間帯に教室に来てもらうと子 

供にも負担がかかることからこの時間帯にいたしました。 

場所については、中央公民館です。 

内容は、自主学習です。 

自分でワークを持って来たり、読書するために本を持って来たり、アンケート調査 

で、どんなことをして欲しいですか。と聞いたところ、授業をして欲しいとの要望 

もあったので、9 月から授業もしています。 

授業をやったり、交流も多くなったらその子供たちと欠席した子供らと交流する場 

も持ちたいですが、今はまだやっていません。 

持ち物は、学習用具、筆記用具、服装も自由です。教室の様子です。 

ここに、２名の様子を書きました。 

1 名は、中学校１年生の女の子です。2 学期が始まる、８月１8 日から１回も休ん 

だことないです。毎日、10 時前に教室に来ています。 

お母さんが、車でここまで送り向かいをしています。お母さん働いていますが、職 

場に理解してもらいながら、娘さんをこの教室に通わせて、2 時間終わった後、家ま 

で送ってから仕事場へ行っている状況です。 

この後、本人も担任と話していますが、お母さんの助けを受けなくても自分で来れ 

たらいいねと話していますが、今はそこまでいっていない状況です。 

また、このタブレットで動画を見たり、学習の動画を見て、NHK for School の動画 

をみて、理科、社会、数学の学習を見ることがあります。 

もう１名いますが、まだ１回しか来ていません。先週の金曜日にも教室が始まる前 

にお母さんと来て、来週から来ますと言っていたが、今週の火曜日も来れていない状 

況です。 

これが小会議室の様子です。ここに女の子が座って、ここに私が座って授業を見守 

ったり、子供の様子を見ながら、子供のつまづきの部分を話したり、一緒に本を読ん 

だり、そう言った事をやっています。 

これ黒板で、数学の課題の要点をまとめながら黒板を使って授業を進めています。 

この適応教室は、SSW の先生がいる、江別市の状況を聞きながら、始めさせていた 

だきました。 

今後、また、このような子供たちが、出てくるかもしれません。 

不登校の原因は、１００人いれば１００人違っていますので、その子に合わせた対 



応を委員会としてとって行きたいと思っています。 

ありがとうございました。 

〇町長 

今、学校力向上アドバイザーからご説明がありましたが、このことについて、何か 

聞きたいことがあればあればご質問願います。 

〇本所委員 

  今、生徒、２人と言う事か。 

〇学校力向上アドバイザー 

はい、現在２名です。 

１名は、まだ１回です。来る気持ちがありますが、昼夜整っていなくて、夜ゲーム 

しているとのことです。 

〇町長 

その他、ありませんね。それでは、寺子屋について説明願います。 

〇学校力向上アドバイザー   

  資料でご説明いたします。 

寺子屋とようらと言う事で、放課後に学習する教室です。この公民館を使って行っ 

ています。 

先ほど、各校長先生から学力向上対策について、説明がありました。 

各学校それぞれ工夫して、子ども達の学力を上げるため奮闘されています。 

今年、コロナがあり、子ども達が学校へ行けない時期があり、その時、学童の子ど 

も達が 30 人近く、朝から夕方まで、そこに密になるのではというくらい狭い所で生 

活していました。 

その中で一番困ったことが、家庭学習のことで、学童の先生方が勉強の部分を指導 

することが出来ないので、園長先生から何かいい方法が無いか相談を受けたので、何 

度か訪問して子ども達に指導したこともあります。 

ここにあるのは、豊浦町の学習の様子です。 

学力テストの上の方は国語、下の方は算数で平成 27 年から平成 31 年までの豊浦 

町の結果です。ここの 100 の線が全国平均です。 

先ほど、校長先生から若干全国平均より下回っていると言う話しもありましたが、 

この表を見ますと学年により差がありますが、この 100 と比べてみると国語で見て 

みますと青色が基礎の部分、赤色が活用の部分でこのくらいの差があります。 

全国平均で比べると落ちている。これは、学校が悪いわけでなくそう言う結果が出 

ています。先ほど説明がありましたが、学校では、朝学習したり３年生以上の習熟度 

別学習や中学校では教科に３人の先生入り指導したり、学校の方で指導して基礎学力 

の底上げがなされています。 

細かい問題を見てみますと、私が見る限り、大きく見ると基礎学力の部分もありま 

すが、豊浦町の子ども達子に一つ足りないのは、読む力が弱いので算数の問題も読め 

ない、何を聞いているかわからない。 

算数の問題でも資料からグラフの部分を読み取る力が無いので、この部分を学校の 



方で授業を工夫してつけるようにしています。 

道教委の分析で学力を上げるのは二つの方法があると言われています。 

簡単に言いますと、一つは授業の改善です。 

もう一つは、学校以外での勉強時間を増やす。この授業の改善については、どこの 

学校でも研修の中で子供たちのためにやっています。 

全国的にみても北海道の先生方が劣っていることはないです。 

問題はここで、学校以外で勉強する時間は、学力テストの結果を見ると、北海道の 

子供たちは、他の都府県と比べると勉強時間が少ないです。 

家庭学習を一生懸命頑張る取り組みを各学校でやっていますが、放課後の学習を取 

り入れたり、休業中の学習の機会で学校以外のところで勉強すると学力上がりますと 

道教委で言っていますが、でも難しいです。 

時間を増やすのは難しいです。 

ゲームの時間は、全国トップクラスです。 

勉強の時間は、短いです。家庭学習目安としては、学年掛ける 10 分と言われてい 

ます。 

1 年生の場合は、１掛ける 10 分プラス 10 分で 20 分です。 

6 年生の場合は、6 掛ける 10 分プラス 10 分で 70 分勉強するのは厳しいです。 

今年から文科省で言っている勉強する内容が変わった部分は、この三つです。知識 

、技能、思考力、学びに向かう力、人間性について、小学校でつけて下さいという事 

です。 

今までと同じでないかと思われますが、全く違います。知識、理解、1+１は、2 を 

勉強するのではなく、これから働く時に、そう言う知識を身につくものを勉強してい 

く、そう言った技能を身につけて行く事が求められています。 

寺子屋豊浦の狙いは、高学年と低学年では違いがあり、月 2 回行っています。 

家でやる習慣をつけさせるために、その家庭学習のサポートのために、この寺子屋 

を行っています。 

元教員の皆さんご存じの唐津先生、大岸の高橋澄久先生に協力をいただき、ボラン 

ティアで子供たちの面倒を見ていただいたりしています。 

答えを教えるのでなく、学校でやったけれど、ちょっとわからないところをサポー 

トするだけ、答えを教えていません。 

高学年は、月２回、家庭学習の習慣が出来ているので、今、求められている、考え 

たり、判断したり、表現したりする部分を寺子屋でやっています。問題を解いて、考 

え方をノートに書いて、私のところに来て、こう言うふうに答えが出ましたと発表し 

てもらうような勉強をしています。 

ひとつ例として、寺子屋の高学年の問題です。優しい問題なので皆さんも考えてみ 

て下さいという算数の問題です。画面、見づらいので、プリントをご覧ください。 

真ん中に大きな正方形があります。右側に黒い正方形があります。左側に白い正方 

形があります。これ三つ並べて長さを図ると 17 ㎝でした。 

この真ん中の正方形の一辺は何センチですか。と言う問題です。 



子ども達が考えて、自分の言葉と式を使って答えを出し発表すると言った訓練を 

 寺子屋でやっています。 

子ども達はこのような問題を 1 回 45 分の間に、多い子どもは、4 問から 5 問くら 

い解いています。小学校 4 年生の女の子もバッチリ出来ています。 

1+1 は、いくらとか 4×5 は、いくらでといった問題でなく、問題を見て、自分で 

考えて式と言葉で答えていくような問題をやっています。 

低学年は家庭学習の習慣の定着、高学年は発表する力をつけるために、毎月 2 回、 

中央公民館でやっています。 

「今日無い日なんだ」と言って、豊浦小の子ども達が帰って行きましたので、楽し 

みにしている子供たちもいることから、今後も子供たちのために頑張って行きたいと 

思っています。 

ありがとうございました。 

〇町長 

今、学校力向上アドバイザーからご説明がありましたが、このことについて、何か 

聞きたいことがあればあればご質問願います。 

〇荒井委員  

寺子屋に何人くらい来ているのか。 

〇学校力向上アドバイザー 

 低学年で 14 名、高学年が少しずつ増えて 6 名になりました。 

〇町長 

  それでは、無いようなのでこれで議題全て終了しましたが、全体をとおし質問等 

ありませんか。 

無いようなので、これで豊浦町総合教育会議を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

 


