


学校と教育委員会がともに歩む玉野市の学校教育について(Ｈ２７)

子どもたちの健やかな成長に向けて

子どもを取り巻く社会環境の変化は教職員が想像する以上に急激なものであり，情報

社会の進展等が子どもたちに与える影響は，人間関係の希薄化，ネットいじめ等のトラ

ブル等にとどまらず，非行の複雑化や現実社会からの逃避等，重大な事態を招く可能性

があります。

この問題に対応することは，学校教育に求められる重要な課題であり，教育活動全般

を通して現実の人間関係スキルや情報端末との付き合い方を教えるとともに，人間とし

て生きることとは何かを語り続けなければならないと考えています。

また，本市では，これまでの校種間連携や特別支援教育の推進等により，比較的落ち

着いた学校環境が確保されつつあり，中学校における暴力行為やいじめの認知件数等は

減少傾向にあります。しかし，一方で不登校の児童生徒は小学校で増加，中学校では横

ばい傾向にあり，不登校問題は最も重大な課題と認識しています。

教育委員会としては，これまで，年２回の長期欠席ヒアリングでの指導助言や様々な

ケース会への参加等に取り組むとともに，別紙「不登校児童生徒への対応について」の

リーフレット配布による教員の意思統一や，各種研修会での呼びかけを行ってきました

が，今後，不登校問題解決に向けてさらなる取組が必要であると考えており，適応指導

教室と学校の連携の在り方を研究したり，不登校解消の研究校を指定したりするなど，

さらに具体的な不登校解消プログラムの構築に取り組んでいきたいと考えています。

もう一つの課題として，担任の指導が通りにくい状態になる学級の出現があります。

発達障害を起因とする集団不適応児への対応に苦慮したり，担任教師への意図的な反抗

等，事案によって様々な要因がありますが，目の前の子どもの実態に合わせた柔軟な指

導がうまくいかない教員側の課題もあることは否めません。

これは，特別支援教育支援員を配置して解決するような問題ではなく，今後，教員一

人一人の特別支援教育の視点に立った支援スキルの向上を具体的に進めていかなければ

解決しないのではないかと感じております。

二次障害を起こした子どもを助けるには非常に時間がかかります。そうなる前に適切

な支援で社会適応力を育成することが教員の職責であり，それは，障害のある子どもだ

けでなく，すべての子どもに対していえることであります。

さらに，障害のある子どもの数は年々増加傾向にあり，現在本市では，通常学級に在

籍する児童生徒の８．２％となっているとともに，不登校児童の多くが診断を受けてい

る児童生徒であり，集団不適応，学習意欲低下を起こさない早期支援開始，適切な支援

の継続を積極的に行う特別支援教育推進体制の充実を図らなければならない現状が浮き

彫りとなってきております。

知的障害のない児童生徒は，基本的に通常の高等学校に進学していくこととなり，授

業のユニバーサルデザインを一層進めていくことで，一斉指導の中での個別支援による

学力の保障に小学校低学年から中学卒業まで一貫して取り組まなければ，進路保障が難

しい状況となることが予想されます。今の社会大系の中で，いかに望ましい進路を保障

していくか，これは教育に携わる者に課せられた大きな課題であり，長期的な視点で子

どもの支援目標を設定し，計画的・継続的に指導支援に取り組まなければなりません。

学校教育には，常にその時代ごとの課題が姿を変えながら押し寄せてきます。課題が



どんどん多くなっているのではなく，新しい時代に応じた新たな課題がこれまでの課題

と姿を変えて押し寄せてきているのだと感じています。

情報社会の進展や発達障害のある子どもの増加等の社会環境の変化が加速化する中，

学校教育は不易と流行を明確に整理しながら，新しい学校教育を模索していく時代であ

ると考えられます。

それは決して情報教育の充実や発達障害への対応等，専門性が求められているばかり

ではなく，実は子どもをしっかり見取ってその子にあった適切な指導支援をする，情報

社会でも人間として生きていく望ましい生き方を伝えていくといった学校教育の不易の

部分が求められているに過ぎないと考えます。

我々教育に携わる者は，今一度原点に立ち返って，人を教え育てる者として最も大切

にすべきものは何かを意識するべきなのでしょう。

玉野市教育委員会では，４つの取組重点項目を掲げています。これからの玉野市の学

校教育の進むべき道として，玉野市の先生方とともに大切にしていきたいと思います。

Ⅰ 玉野市教育委員会の４つの重点取組項目について

玉野市教育委員会では，文部科学省の自閉症教育の研究に取り組みながら，特別支援

教育関連の様々な研究を推進するとともに，これまでの生徒指導上の課題の分析，学力

学習状況調査等の分析を進めてきました。その結果明らかとなった現在の学校教育を取

り巻く課題解決のためには，学校と教育委員会がともに手を携え，次の４つの重点取組

項目を履行していくことが重要と考えています。

【玉野市教育委員会：４つの重点取組項目】

学力向上 学力向上プランの充実

授業改革協力員の活用

校内研修の充実

授業改善（授業のユニバーサルデザイン

教育支援が必

特別支援教育の推進 通常学級特別支援指導充実 要な子どもの指

導支援の継続

特別支援学級指導充実

（特別支援教育

特別支援教育ネットワーク連絡協議会 の視点に立った

中学校区連携部会 生徒指導と学習

支援）

異校種間授業参観・授業研究協議会

校種間連携 生徒指導連絡会

中学校区生活心得 中学校区重点取組項目

中学校英語教員の小学校外国語活動支援

就学前教育・保育との連携

教育支援児の情報共有と継続支援体制

相互にリンク



学校支援 特別支援教育サポートチームの派遣

指導主事による支援訪問（様々な課題に対応）

・生徒指導，授業改善，個別支援等

玉野市教育サポートセンターによる学校支援

・青少年育成センター

・教育支援室

・適応指導教室

この４つの重点取組項目を相互にリンクさせながら，各中学校区で異校種間連携を深

め，教職員一人一人が，「繋がり」を意識して教育に取り組むことが重要です。

また，これまでの市教育委員会からの通知等資料，「生徒指導体制の充実について」（中

学校区連携の中で進める生徒指導体制の充実），「生徒指導上の諸課題への対応について」

（生徒指導対応の市内統一事項の整理），「特別支援教育の視点に立った学力向上の取り

組みについて」（学力向上のための連携指導体制の在り方について整理），その他特別支

援教育関連の主な通知等資料を今一度熟読し，教職員全員の共通理解のもとに取り組ん

でいきましょう。

なお，今後の方針等について大きくまとめたものが「子どもたちの健やかな育成に向

けて～特別支援教育の視点に立った生徒指導」ですので，絶えず教職員へ啓発を続けて

いただくことが本市全体の教職員のベクトル合わせに繋がると考えます。

Ⅱ 玉野市の教育支援体制について

１ 生徒指導上の今日的課題

・情報社会の進展→出会い系サイト，ネットいじめ等

・家庭，地域の教育力低下→基本的生活習慣の乱れ，規範意識の低下，愛情不足

・発達障害のある児童生徒の増加→集団不適応，二次障害（不登校，暴力行為等）

・虐待児の増加→発達障害と類似する傾向

・保護者，地域社会の許容範囲が狭い→保護者対応の困難，トラブルの増加

・学校の教育力低下（多忙，年齢構成，指導力等）

【近年の学級が指導困難となる事例の特徴】

・小学校２・３年生での出現がある。

特別支援教育の視点に立った授業規律の徹底と基礎学力の定着のための個別支

援が必要である。また全ての子どもに早期からの集団適応力育成が重要である。

・課題を抱えたまま，中学校に進学し，思春期を迎えてさらに指導困難になる。

・発達障害の二次障害的な問題行動が頻発。指導が困難である。

・保護者の学校批判傾向が強い。（教員の情報伝達に課題，事案対応に課題がある

ケースもある。）

・担任支援の校内体制に課題。



２ 生徒指導・特別支援教育についての本市の課題

【暴力・不登校について】

・暴力行為，いじめは減少している。

・小学校の不登校出現率は大きな課題で

ある。特に特学の子どもの不登校が小

・中学校とも目立ち始めた。また，小

学校の頃からの完全不登校が増えてい

る。

・小学校では，発達障害のある児童が，

突然周囲に暴力を振るったり，担任等

を攻撃するケースがある。

・中学校では，特定の生徒が繰り返し暴

力を振るうケースが目立つ。生育の歴

史を見てみると，小学校時代から別教室での指導や，授業エスケープがあり，基礎的

な読み書き計算が身についていない傾向がある。

【不登校について】

・小学校の不登校のうち，約３割が発達障害の児童で，その５割程度が特別支援学級の

児童である。

・約５割が「疲れやすい，体調を崩しやすい傾向」＋「登校させる意欲の少ない家庭」

→「怠学傾向」→「不登校」というケースが多い。（家庭も非協力的）

・中学校は約５割強が発達障害を起因とする不登校である。（疑いを含む）そのうち，

特学の生徒が４割である。

・前年度，体調不良等により，欠席傾向の児童生徒は，不登校になりやすい。

・総じて，小さい頃から登校するエネルギーが低い児童生徒が出現してきている。

悪ふざけから暴力に発展し
た。病院へ行くほどではな
かった。

ほとんどの小学校で暴力行
為は発生しなかった。

暴力行為自体は激減してい
る。

からかいや嫌な言葉でのい
じめがほとんどで，重大な
いじめは発生していない。

玉野市の不登校児童生徒数の推移
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【発達障害について】

・特別な支援が必要な幼児・児童・生徒は増加傾向である。

・集団不適応を発現するケースが増えてきている。

・個別の支援ファイルの活用が十分ではない。（不断の更新，適切な支援目標の設定）

・学習支援の充実が必要である。（今後のライフステージを想定した学習支援）

・特別支援教育支援員の効果的な活用を推進する必要がある。

３ 本市が進める教育支援体制について

様々な教育課題に対応するためには，校種間連携をベースとした特別支援教育の視点

に立った生徒指導，いわゆる「教育支援体制」を中学校区ごとに揺るぎないものとする

必要があります。これまで進めてきた取組を整理し，様々な課題を抱える子どもたちを

早期に発見し，指導支援を継続し，健全育成を図る体制をシステム化することが大切で

す。

（１）玉野市教育支援体制を活用した校内教育支援体制の推進

・様々な課題が重複し，学校園だけでは

対応が困難な子どもを要連携支援児と

して市教委が認定し，学校園と支援に

あたることで健全育成に取り組みま

す。

・各校園では要連携支援児以外の教育支

援児を早期に発見し，校園内で指導支

援を継続できるよう管理します。（対

象児一覧，個別の支援計画等を作成）

【教育支援児】

家庭環境課題児，被虐待児

発達障害児，問題行動表出児

精神疾患等表出児

重度 ? 自閉症等の発達障害の実態? 軽度

通常学級
自閉症・情緒障害
特別支援学級

・

y ・

x?

・

m・

I ・
・・

Q ・
ﾌ ・
ﾀ ・

ﾔ?
・

d ・

x 特別支援学校

・

m・

I ・
・・

Q ・

ｪ ・

ｳ ・

｢

自閉症等が無い

＠ＩＱ５０前後

通常学級の支援対象者

通級指導教室 定型発達

＠ＩＱ７０前後

知的障害特別支援学級 ４１名（０．９％）

１１５名（２．６％）

５４名
（１．１％）

３１名（０．７％）

４３１７名（９５．８％）

３００名（６．７％）

４０１７名（８９．２％）

Ｈ２４市内在住義務教育年齢総数４５０４名（特別支援学校通学生を含む）

玉野市教育支援体制

学校園が進める教育支援児支援
（学校の通常の取り組み）

発達障害
被虐待児等家庭環境改善

その他の要因

大きな課題がある
要連携支援児

市教委がケースと
して認定し，義務教
育修了まで学校支
援を継続させていく。

学校園が入学から
卒業まで支援ケー
スとして指導支援
や外部との連携を
継続させていく。

連携
支援



（２）校種間連携による中学校区単位での積極的教育支援の推進

・「学校力」＝組織的対応＝具体的な幼・保・こ・小・中連携の取組

・学校全体での教職員の協働による生徒指導

・保護者への説明責任，ぶれない指導方針（マニュアルの徹底等）

・計画的な教育活動による積極的生徒指導の推進（各活動への教員の意識向上）

・中学校区での地域連携（地域人材の活用）

・生徒指導主事と特別支援教育コーディネーターの連携

・継続的な地域支援ネットワーク推進体制の充実

※ 各学校では，生徒指導上の課題と特

別支援教育関連の課題が相互に重なり

合った状態を整理し，指導支援が必要

な児童生徒への計画的継続的な指導支

援が行える校内体制を整えます。

・明確な実態把握で計画的に支援しま

す。

・指導支援目標を立て，ケース会等で

ＰＤＣＡサイクルによって継続的に

支援します。

※生徒指導上課題のある子どもも特別支援教育関連の子どもと同様，ケースとして明確

に情報を管理して指導支援していきます。

【玉野市の教育支援上の重点取組項目】

１ 玉野市教育支援体制の充実

様々な課題のある子どもの情報を整理し，指導支援に確実に取り組んでいく。

各校園で個々のケースを計画的・継続的に取り組んでいく体制を構築する。

２ 教育支援のための教職員のスキルアップ

発達障害児への積極的集団適応と学習支援の取組の充実

・問題表出前に積極的な指導支援にすべての教員が取り組む。

授業のユニバーサルデザイン化等，通常学級における特別支援教育の充実

・一斉指導の中の個別支援をすべての教員が取り組む。

・特別支援が必要な子どもを特別扱いできる集団づくりに取り組む。

３ 玉野市教育委員会の取組

（１）生徒指導関係

・小・中連携の推進（情報連携を深化させ行動連携を創る）

授業参観

中学校区生活心得による一貫した指導

中学校区重点取組項目

中学校区生徒指導連絡会 等

・教育サポートセンターを中心とした教育相談体制

スクールカウンセラーの全校配置

スクールソーシャルワーカー・スクールパートナーの活用

生徒指導

特別支援教育

生徒指導主事

特別支援教育
コーディネーター

・落ち着い
た学校環境
づくり
・学力向上

全
て
の
子
ど
も
の
健
全
育
成

・規範意識の向上
・個に応じた生徒指導支援



・関係機関との連携強化

児童相談所，警察等との連携推進（中学校生徒指導主事連絡会等）

・長期欠席者ヒアリングの実施（６月，１１月）

・適応指導教室「わかば教室」の充実

・児童虐待に伴う相談支援

・教育支援室・学校教育課を中心とした学校支援

指導主事と学校の連携，保護者対応，ケース会議支援

・生徒指導・特別支援教育の連携強化のための教育支援研修会の開催

（２）特別支援教育関係 【参考資料・「玉野の特別支援教育」】

・特別支援教育ネットワーク連絡協議会の運営

・特別支援教育サポートチームによる支援訪問

・通級指導教室指導充実・センター的機能の充実

・市独自の「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」，実態に応じた指導要録提示

・特別支援学級指導充実の研究推進

・校内支援体制及び地域支援ネットワークの在り方研究推進

・授業のユニバーサルデザイン等による「わかる授業」の研究推進

・あすなろ会との連携（あすなろワーク）

・特別支援教育関連研修会の開催

・教育支援室・学校教育課を中心とした学校支援

指導主事と学校の連携，ケース会議支援

Ⅲ 玉野市の学力向上の取組について（授業のユニバーサルデザイン）

１ 本市の学力状況について

（１）全国学力・学習状況調査より

平成２６年度に実施された全国学力・学習状況調査の結果では，小学校においては，

全教科で県平均を上回るとともに，国語 A・B，算数 A において全国平均を上回りまし
た。算数 Bについても，全国平均との差が縮小しました。
また，中学校においては，国語 A・B が県平均を上回ったものの，数学 A・B は全国

・県平均を下回るという状況でした。

教育委員会としては，本市の子どもたちには少なくとも全国平均と同等の学力を保障

していくべきであるという思いであり，課題を整理しながら様々な施策を進めていく必

要があると考えています。

成果と課題

○小学校国語・算数，中学校国語において，基礎的・基本的な知識や技能を身に

つける取組が効果を表し始めていること。

▲中学校数学の定着に大きな課題がある。

▲理論的に自分の考えをまとめ，書いて表現し，説明する力を高めること。

▲無解答が減少傾向にあるが，依然として全国平均より高い項目が見られるので，

自信をもって課題に取り組むよう引き続き働きかけること。

また，学力差が二極化傾向にあることや家庭学習の定着に大きな課題があること，自

分を肯定的に捉えられていない子どもがいる等，今後，様々な視点での取組が必要であ



ることが明らかとなっています。

（２）地域的な課題について

本市は，スポーツ少年団活動や運動部活動が盛んであり，保護者の中にも運動を重視

する傾向も若干あります。また，県内でも最も高等学校が多く設置されており，公立高

校へ入学しやすい地域です。そういった中で，若干家庭学習の意識が低い傾向も否めな

いところもあります。

（３）落ち着いた学習環境づくりの課題について

通常学級に在籍する発達障害の児童生徒への支援がうまくいかなかったり，様々な課

題のある教育支援児の状況が困難になってきたり，担任等の集団指導スキルに課題があ

ったりして，学級が落ち着いて授業に取り組めない状況になる事例が後を絶たない現状

があります。

そういった学級の状況となった場合は，授業者が工夫した授業をいくら行っても成果

を上げにくく，教員は疲弊しがちとなります。学力向上のベースはやはり落ち着いた学

習環境をいかに構築するかであり，ここにも特別支援教育の視点に立った学習集団づく

り，授業改善が必要不可欠であると考えます。

２ 本市の取り組む学力向上の取組について（授業のユニバーサルデザインの推進）

これからの学校における学力向上の取り組みは，目の前の児童生徒の学力の実態を明

確に把握しながら，保護者・地域の意識も理解して，計画的に進めなければならないと

思います。合わせて，国や県の学力学習状況状況調査の結果を分析しながら，児童生徒

の課題を分析し，それまでの学校の取組を見直し改善していくＰＤＣＡサイクルを展開

していく姿勢が重要であります。

昨年度の学力学習状況調査の結果から，これかで取り組んできた方向性で成果が出つ

つありますので，今後も次の３点について，重点取組項目として今後も推進していきた

いと考えています。

学力学習状況調査からの取組課題

○ 授業改善によるわかる授業づくりの継続

○ 基礎基本の定着学習の推進

○ 家庭での過ごし方の啓発

教育委員会としても，様々な調査や支援訪問等で状況を把握し，多角的に分析しなが

ら，今後の取組の望ましい方向性について，校園長会や教頭会，教育課程研修会，ミド

ルリーダー研修会，ヤングリーダー研修会等において示していきたいと思います。

また，これまでの取組や課題等を総合的に分析し，やはり，学力向上にとって必要な

ことは，当たり前のことかもしれませんが，落ち着いた学習集団をベースとした児童生

徒が「わかった，できた」を実感できる授業を行うことであると考えています。

落ち着いた学習集団づくりに欠かせないのは，明確な校内教育支援体制に支えられた

特別支援教育の視点に立った集団づくり・個別支援です。

また，「わかった，できた」を実感できる授業とは，わかりやすい一斉指導の中で個

を生かす個別支援が工夫されているという，いわゆる特別支援教育の視点に立った授業

です。

学習に困難さを抱えている児童生徒がどのような授業をしたら理解できるようになる

かを授業者が絶えず工夫し，授業改善を進めていくという授業は，学習に困難さがある



児童生徒だけでなく，すべての児童生徒にとってわかる授業であるという，いわゆる授

業のユニバーサルデザインを推進することが児童生徒の真の学力向上に繋がるものと考

えています。

今後の学校教育では，校内教育支援体制を充実させながら特別支援教育の視点に立っ

た集団づくりで落ち着いた学習環境を堅持しながら，授業のユニバーサルデザインの真

の目的を意識しながら授業改善に取り組み，「わかった，できた」を一人一人が実感で

きる授業を構築することが，児童生徒の学力向上，ひいては夢の実現に繋がるのであり

ます。

◆各学校における対策

・授業のユニバーサルデザインの推進による，「わかる・できる」授業づくりをさら

に研究・実践する。

・夏期休業中に，各校において県学力状況調査の分析を行い，学力向上プランを改善す

る。（国の調査についても，結果がわかり次第，学力向上プランに反映させ，２学期

からの指導に全教職員が共通理解をもって取り組む。）

・国や県の問題を授業の中でも活用し，課題解決力を確実に育成する。

・県の学習到達度確認テスト，市の小学校基礎計算力プリントを，授業や家庭学習で活

用し，基礎学力を確実に育成する。

・授業日，土，日曜日の家庭での過ごし方を再度見直し，学習時間の確保を図るととも

に，保護者に対しても，子どもの家庭での過ごし方について，見守りを啓発する。

＜特に大切にすること＞

＊学校の生活環境，学習環境を整えること。

＊集団生活を送る上での，学習規律・生活規律を徹底すること。

＊教職員が児童生徒の情報共有を図り，組織として課題の解決に取り組むこと。

◆児童生徒・家庭に対して働きかける対策

・授業日，休業日の家庭での過ごし方，学習への取り組みについて，継続して指導を行

い，家庭の協力を仰ぐ。

・家庭学習の手引きの有効活用と実践を図る。

・夏期休業中の課題を児童生徒の実態に即した内容のものを与え，確実にその課題に取

り組ませる。

・夏期休業中の生活の仕方について，学年相応の学習時間，手伝いの時間等を提示し，

児童生徒に計画を作成させるとともに，保護者に対しても，家庭学習の状況を把握し，

声かけをしてもらう。

３ 玉野市教育委員会の取組

（１）学力向上（落ち着いた学習環境づくり）のための人員配置

【小学校】 ３５人学級推進のための市費加配講師の配置

小学校算数力ステップアップ事業による非常勤講師配置

小１グッドスタート支援事業の支援員を市費により年間を通して配置

【中学校】 中学校数学力ステップアップ事業による非常勤講師配置

小中連携英語力育成事業による非常勤講師配置

中学校アフタースクール学習支援事業による非常勤講師配置

中学校学習支援事業による非常勤講師配置



中学校管理運営事業（許可免解消）による非常勤講師配置

（２）多角的な学力向上（落ち着いた学習環境づくり）の取組

・授業のユニバーサルデザインの推進

各種研修会の開催，先進地視察，学校支援訪問等様々な取組を推進

・小中連携の推進

各教科での異校種間協議等で段差のない連携を推進

中学校英語教員が兼務により小学校外国語活動へ支援

・指導主事による各校の学力向上プランへの支援

・小学校おさらい会の推進

・ＡＬＴ（外国語指導助手）の小・中・高等学校への派遣

・英語スピーチコンテスト開催

・家庭学習リーフレット配布

・「たまのっ子算数プリント」作成

Ⅳ 玉野市の校種間連携の取組について

教育支援体制や学力向上の項目にも何度も記述していますが，児童生徒の「豊かな心」

と「確かな学力」の育成のためには，各中学校区で「地域の子どもは地域で一貫して育

てる」という校種間連携が必要不可欠です。

教育支援児に対して一貫した支援の継続ができる中学校区，学力向上のための発達段

階に応じたステップアップが各教科で実現できる中学校区，望ましい集団づくりが計画

的に実現できる中学校区にしていく，いわゆる一貫的教育を推進することが全ての学校

教育活動を支える基盤となると考えています。

現在，生徒指導連絡会や特別支援教育中学校区連携部会による教育支援連携の推進を

進めるとともに，中学校区生活心得や重点取組項目の設定による取組や校種間で授業参

観し，教科協議会を設ける，オープンスクールを実施する等の具体的な連携項目に取り

組んでいますが，今後，より効果的な地域連携を推進していくことが重要であると考え

ています。

Ⅴ ともに創る玉野の教育

社会環境の急激な変化に伴い子どもたちには様々な変化が表れています。しかし，そ

れはこれまでも繰り返し起こってきたことであり，その都度学校教育は変化を求められ

ていました。

これからの社会を生きる子どもたちに必要な力を明確にし，学校教育でいかに育成し

ていくかを考えることは，学校教育が子どもに合わせて変化していくことを意味してい

ます。

今後，学校と教育委員会が相互に意見を交わしながら，玉野の子どもたちの健全な成

長のため，よりよい学校教育の実現を目指して協働していきたいと考えています。まず

は，玉野の教員がベクトルを合わせて取り組んでいくことが必要です。

学校と教育委員会が玉野の教育を「ともに創る」ことを目指していきたいと思います

ので，今後ともよろしくお願いします。


