
令和元年度 

岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会 

振り返りアンケートの集計 

１，講演会について 

項目 A とてもよかった B よかった C あまりよくなかった D よくなかった 

人数 ２４人（７１％） ９人（２６％） １人（３％） ０人（０％） 

・とてもわかりやすく現代社会の課題を説明していただけました。少子高齢化社会で、

定年退職後も働ける間は、働くことの大切さがわかりました。 

・トップリーダーの視点や政策立案の根拠等、学ぶべき内容がたっぷりな上に、講師の

熱意や話術に圧倒された。 

・私達が普段知らない世界で動いていることが知れたのは、良かった。私達の知ってい

るのとは異なる世界で官僚は動いているが、間違えることがあると影響も大きいと感

じた。教育とは、違う話が聞けた点も良かった。 

・時代が直面している内容で良かった。 

・この後、30 年後くらいから年齢層別人口割合の推移は、ほぼ横ばいになるのではな

いかという仮設が印象深く心に残った。人生 100 年といわれる意味も少しは理解で

きたように思う。 

・データを基にした内容で、とても説得力があった。 

・ものの見方、考え方が変わりました。 

・改めて自分や家族の健康を考える良い機会となった。 

・生涯学習について考える機会となった。 

・講師の話が面白く、今まで聞いたことのない内容で、勉強になった。これからの生活、

活動に前向きになれるお話でした。 

・江崎禎英 氏の講演「人生 100 年時代を生きる」は、常識を覆すような内容が多く、

大変、興味深かった。 

・わかりやすくて具体的にお話しされたので、少し未来をイメージできました。ユーモ

アもあって、心がなごみました。 

・高齢化への問題を違う視点で考える話はとても興味深く、勉強になりました。 

・少子高齢化に対して、ポジティブな考え方を示していたので興味深かった。 

・人生 100 年時代を真剣に考えなければならない。ただ 100 年を生きるのではなく、

どのように生きるかが大切で若者と高齢者とが一緒になって社会を支えていく、そん

な社会を築かなければならない必要性を痛感しました。時代の先を見据えた教育と社

会の形をひも解いて説明くださり、興味深く聞くことができました。 



・人生 120 年。わたしはまだ、折り返し地点にも達しておりません。人生に希望の持て

る講演でした。 

・大変楽しく聞かせていただきました。ストレスをためないように NK 細胞を活発に

し、人生楽しく送りたい（笑）と前向きな気持ちになりました。 

・正直、A より上の S クラスと思えるほど魅力ある、そして力のある講演でした。100 

 年時代を妨げるものは「そういうものだと思っていました。」という先入観。自分を

取り巻く様々な事象についてもリフレーミングすべきと実感しました。 

・視点の違いによる考え方、ポジティブな考え方がよい。 

・何事もプラス思考でとらえてみえるお話を聴かせていただき、考えを新たにしました。 

・ふたまわり目の生き方を考え直すのにとても参考になった。 

・現状を嘆くのではなく、データをきちんと検討した上で新たな考え方を提唱させた講

師の考え方には大いに勇気づけられました。 

・少子高齢化社会への考え方を見直す良い機会をいただきました。 

・一般的な視点と違った角度で考察した内容は斬新でとても印象的であった。 

・統計データも、視点を変えることによりこんなにも見方が変わるのかと興味深かった。

見えてくる課題への対応も、対処療法ではなく、その先を見据えた対応・施策が必要

と感じた。 

・短時間に少し早口で話をされていたが、興味ある内容に引き込まれた。 

・言葉が早く、聞き取りにくい部分があった。 

・とてもショッキングな内容であり、聞けて良かったと全員の教育委員が感じた。 

・講師の流暢な話しぶりに感服した。 

・人生 100 年時代を生きる最大の壁が「固定観念」であるという話から始まり、「これ

は面白そうだな」と聞き入ること１時間半、あっという間に過ぎました。いくつにな

っても「認められる」「ありがとうと言われる」自律した生活を送ること、再認識で

きました。「今が一番楽しい」と思える日々を意識して過ごそうと思いました。 

・120 歳まで生きるのなら、折り返し地点を過ぎたばかり。まだまだ頑張らねばと思い

ました。 

・演題に興味を持ったが、内容は衝撃的だった。スピーディーな口調で話しの転換が早

く、理解しがたい部分もあったが、少子高齢化問題の新たな切り口だと思う。「今が

一番楽しい」と思える人生を送りたいものだ。 

・人生１００年時代を迎え、高齢化率が高くなるのは当たり前。視点を変えて考えてみ

ることの大切さを感じた。統計の根拠があり、よく理解できた。 

・これからの高齢化社会についての考え方、捉え方を見直すきっかけとなりました。社

会全体にこの希望ある考え方、方向性が広がることを願っています。 

・長く生きることと、どう生きてゆくのかということを、どのようにつなげてゆくのか

が課題であり、簡単に答えが出せるものではない。 



・人生 100 年時代に向けて自分にはなかった視点から切り込んだ内容でよかった。し

かし、全肯定してはいけない点もあったと感じる。 

・国の職員の考え方として伺ったが、高齢化社会は地方の方が早く到来しており、その

対策ができていないと感じた。 

・教育というより、自分自身の老いに対する心の在り方を考えることができた。 

・テーマは教育分野から距離があったが、これからの社会の在り方を考えていくうえで

参考になった。 

・演題を見たときに、教育とどういう関係があるのかと思ったが、普段とは別の角度で、

いろいろなことを考えさせられた。おもしろい話でした。 

・テーマが教育とは違うと思ったが、話は面白かった。 

・教育という観点からみると少しテーマが外れているように思った。 

・経済産業省の関係の講師の話を聞く機会が多いのはどうしてだろうと時々思います。

ただ、今回は教育とは直接関わりのない部分での話が聞けて良かったです。 

・県市町村教育委員会連合会本部役員さんによる「講師の人選」が非常によく、とても

勉強になるお話だった。ありがとうございました。 

・心に残らなかった。 

☆今後聞いてみたい講師等 

・東京都千代田区麹町中学校校長 工藤 勇一氏 

・これからの英語教育について（松川禮子岐阜女子大学学長） 

・未来の社会。ＩＴが社会を変える・未来の社会。ＩＴが社会を変える 

・心の教育についてというテーマ。メディアが教育に与える影響というテーマ。 

・社会心理学者からみた、昨今の社会の変貌について話を聴いてみたい。 

・文科省以外の話は、大変新鮮であり、今後もこの方針で続けてほしい。 

・コミュニティ・スクールについて。 

・社会教育自体の提供主体が多様化しているので、ユニークな取り組み等があれば知り

たい。 

２，アトラクションについて 

項目 A とてもよかった B よかった C あまりよくなかった D よくなかった 

人数 ２８人（８２％） ６人（１８％） ０人（０％） ０人（０％） 

・踊りながら見事なリレーで太鼓をたたく様子は感動した。 

・生徒たちのすばらしい演技に感動しました。 

・串原中学校の生徒のひたむきさが伝わってきました。 

・生徒の真剣に演奏する姿が美しいと思った。 

・子供たちの真剣な取り組み。 



・とても元気よく、心に響いた。 

・生徒たちの熱気あふれる演奏は、素晴らしかった。 

・生徒達の活動が見事に表現されており、日頃の積み重ねがあってこそと、感じた。 

・串原中の中山太鼓はとても感動しました。生徒達が真剣に取り組んでいる様子がよく

分かりました。 

・普段からよく練習を積んでいることが、動きから伝わってきた。自信をもって演奏し

ている姿が、素敵だった。 

・中山太鼓、少人数ながら沢山の役割をこなして堂々としたステージでした。地元の伝

統を引き継ぐ大切さを立派に示していました。 

・少人数だからこそやれる演奏。見ていて、非常にたくましく感じました。それぞれの 

ポジションを活かした配置がなされているなと感じました。 

・少人数だが、一人ひとり精一杯やっている姿が爽やかだった。 

・小規模ならではの団結力が素晴らしかったです。 

・とても少人数なのに、力強さが感じられた。言動から、素直に育っているなと感じた。 

・児童数の少ない学校で、全員参加の地域行事に一生懸命向かっている姿がよく表れて

いて感動した。 

・小さな学校の良さか、全員が一丸となって伝統の太鼓に打ち込んでいる様子が分かっ

て大変感動しました。 

・子供たちが一生懸命演奏している姿と歴史的な伝統を感じることができました。 

・子どもたちの演奏はすばらしかったです。地域の文化の伝承という点からもすばらし

い取り組みをなさって見えると思います。 

・少々緊張気味な地元中学生の真剣な眼差しと力強い太鼓の音色、バチさばきがとても

印象に残りました。伝統を受け継ぐ「地元愛」を感じることができました。 

・生き生きとした演奏に楽しませてもらった。 

・生徒さんたちのひたむきな姿に、ふるさとを大切にしようという気持ちが感じられま

した。 

・地域の文化を知ることが出来て良かった。 

・市内の学校の取組、地域文化への継承の働きがわかり、良かった。 

・子どもたちの健気でたくましい姿に感銘を受けた。地域の伝統芸能や文化の継承を地

域と学校が一体になって進めることの大切さを再認識できた。 

・子どもたちが懸命に伝承していることがうかがえて良かった。 

・学年の違う子どもがみんなで地域の伝統を継承していこうとする熱意。また、地域住

民の熱心な指導が目に浮かぶ演奏で感動しました。 

・串原の伝統文化をこれからも続けてください。 

・地元の伝統芸能は、なかなか見られないのでとても良かったです。 

・伝統芸能を使ったふるさと教育の大切さを感じた。 



・和太鼓の演技は何回か見たことがあるが、またひと味違った感じだった。伝統芸能と

しても継続してほしいと思う。 

・子ども達がとても凛々しくて、地域の伝統を伝える力を頼もしく思いました。素晴ら

しい演技でした。 

・みんなが色々なパートを演奏出来ていて凄いと感じた。 

・串原中学校生徒さんたち、全員で力強く中山太鼓を打ち鳴らして下さった。拳の形を

したバチは珍しい形でした。 

・大太鼓のバチは見たことがなかったので、説明があっても良いと思った。 

・子供にとっても成長の機会になる。 

・是非、串原の学校を残していただき、彼らの故郷をいつまでも残していただきたい。 

・地元の者として､大変誇らしく胸を打たれる、堂々たるパフォーマンスでした。 

３，教育委員会実践発表について 

項目 A とてもよかった B よかった C あまりよくなかった D よくなかった 

人数 ８人（２４％） ２５人（７４％） １人（３％） ０人（０％） 

 

・特色ある取り組みをご教示いただきました。 

・美濃加茂市や羽島郡二町の教育課題や取組がよく分かった。 

・どの発表も端的に分かりやすく発表されていた。 

・それぞれの市町の特性と実態を踏まえた実践発表で参考にしたいことがありよかっ

た。 

・各市町の実践はそれぞれの特色を生かした取り組みがよく理解できた。 

・羽島郡の二期制、美濃加茂市の外国籍児童への支援、どちらも確かな実績があり、素

晴らしいと思いました。 

・市町村の背負う課題は違っているが、必然に基づく施策やその工夫から、取り入れる

べき内容があった。 

・羽島郡二町教育委員会様、美濃加茂市教育委員会様の発表、ありがとうございました。

それぞれ特徴のある教育施策について学ぶことができた。 

・教育的な仕組みを創ることが重要と感じた。 

・バックグラウンドの違う他市の教育委員さんとの意見交換は、やはり視点が違っては

っとさせられる発見がありました。時間がもう少しあればという思いです。 

・それぞれの地区の課題、問題点を検証されしっかりとした対策を講じられていると感

じました。どの地域でも子どもとしっかり向き合う姿は同じで、手法はそれぞれでし

た。実行力に感心しました。 

・地域や立場の違いも含めた意見を聞くことができた。 

・地域によって、格差があることに気づけました。 



・教育委員会の規模の大小があり、財政面でも差があり、抱える課題も違うため、その

まま、自分たちの施策に取り入れることはできないことは当然なので、参考にはなっ

たが、すぐに役立つ情報とまではいかない。 

・羽島郡二町教委の発表の中で、当町にも取り入れたいと思うものがありました。 

・一人ひとりが自分の成長を実感できるように寄り添いながら指導していこうという

姿勢が意欲的に思えた。（羽島郡二町教育委員会） 

・2 学期制導入により、学校が閉ざされた「箱」ではなく、子どもたちが学校通じて地

域と関わることにより、教育の質の向上に繋がっていくことに感銘を受けた。 

・羽島郡二町の二学期制については、私どもの町では取り組んでいないので、興味深く

聞かせていただきました。 

・美濃加茂市：外国人住民の割合が多くなるのは、他地域でも考えられること。外国人

保護者の理解を得る懇談会を実施したり、放課後学習支援は、必要なことですね。 

・美濃加茂市の外国人児童生徒の話も、当町では例がないのですが、今後に向けて考え

ていく必要性を感じました。 

・外国人の増加は国の施策と相まってますます加速することは間違いなく、今後におい

ては学校教育だけでなく、外国人家庭に対する家庭教育の分野までの対応が急務であ

ると感じた。 

・取組が前進している様子が分かった。 

・２団体の熱心な取り組みが具体的事例をあげられ、よく分かった。羽島郡二町の取り

組みでは、児童生徒から保護者や先生に届ける通知表に興味がわいた。 

・発表時間が短かかったためか、発表者の言いたいことをすべてお話いただけなかった

ように感じました。 

・２期制に移行することの良さをもっと話して頂けると良かった。先生方のメリットと

いう点が本当のところなのかも知れないが、子どもにとって良い点として、何がある

というようなことを聞きたかった。また、子どものプレゼンについて興味を持てるも

のであったが、それを三者懇談に使うことの良さが理解できなかった。 

・２学期制の導入のメリットがもう一つわからなかった。なんでも変えて新しいことを

するのが良いことなんだという風潮があるような気もしている。大学入試制度改革な

どにもそれを感じる。 

・小さな事で良いから、オンリーワン、ナンバーワンの取組を発表していただけると良

いと思います。 

・二期制についての発表は教育委員としてどのように関わっているのか見えづらかっ

た。 

・美濃加茂市…外国籍の児童生徒への対応に関し、努力が伝わってきた。外国籍児童に

対する取り組みが学校現場でどう成果がでているのかが知りたかった。 

▲質疑応答の時間があった方が良い。 



▲実践発表は一つでもよいのではないか。 

▲よかったが、今後廃止してもよい。 

４，実践交流会について 

項目 A とてもよかった B よかった C あまりよくなかった D よくなかった 

人数 ９人（２６％） １８人（５３％） ６人（１８％） ０人（０％） 

・意見、感じたこと､考えていることをアウトプットする場は、とても重要だと思った。 

・グループ別実践交流会はとても意義深い会であった。 

・時間の制限があったのは残念でしたが、大変有意義な会でした。今後も継続してほし

い。 

・もう少し時間があると良いと思いました。初めての試みでしたが、大変有意義でした。 

・なかなか他の委員と意見交換できないもので、続けて下さい。 

・他市の良い実践を知ることができた。残してほしい。 

・羽島郡二町や白川村の方と一緒でき、我が町村に誇りを持たせる指導や自立心を養う

指導を学ばせて頂きました。 

・気軽に他市の生の声を聴くことができてよい。 

・他市町村の話を聞けるという点において良いと思います。 

・交流会を通して共通の課題等がみえてきた。（小中学校の統合問題等） 

・受け身の総会から、参加者が主体的になる場面を造りだすことができた。 

・他の市町村の方々と自己紹介を兼ねながら話ができたことで、この総会が、観覧的か

ら、参加型となって有意義なひとときであった。 

・グループメンバーの分け方は、人数が適当で良かった。また、規模が同じくらいの町

にある教育委員で話しやすかった。 

・普段交流の無い地域の困っているところ、実践してきたこと等を聞く機会はとても新

鮮であり、共感できるところがあると何となく安心できた気がする。 

・この場で、結論を出すというより一体感を感じたことは良かった。同じ困りごとを過

去に克服したような話はとても参考になると感じた。 

・初めて言葉を交わす人が多く、最初は抵抗感が大きい。意見交流をするうちに、緊張

感がやわらぎ、親近感が湧いてきた。知り合いを増やすことができた。 

・人を知り、町村の特長や違いが交流でき、今後も情報交換ができるきっかけとなった

点はよい。 

・たくさんの地域の方々のお話を聞かせていただいて良かったのですが、こちらからの

情報発信が出来ずに申し訳なく思います。 

・時間が足りなくて、内容が深められなかった。私のグループは一人欠席のため、４人

のグループとなったが、それでも時間が足りないと感じた。５人や６人のグループで

はかなり厳しかったのではないかと想像する。 



・もっと話がしたかった。他の委員会を知る良い機会だった。 

・時間が短く現状を話す程度の時間しかなく、情報交流（意見交換）までできなく残念

だった。 

・子育て中の委員から「今どき」の子どもの様子や考えを聞くことができ良かった。 

・それぞれの教育委員会の雰囲気や実態を知ることが出来たのは良かった。与えられた

テーマについては、時間の制約もありこだわりきることが出来なかった。外国籍の子

どもの扱いについて、各市町で異なることが聞けたのは良かった。 

・普段関われない地域の方々と、各地域の良さや悩みなど共有することができ、視野が

広まりました。有意義な時間を過ごすことができましたが、時間があまりなかったの

で、少々急いだ交流会になってしまった気がします。 

・初めての試みで、テーマについては限られた時間で実のある検討会とは行かなかった

感がありましたが、それぞれの教育委員会の内輪話が聞かれ大変良かったと思います。 

・時間が短く十分な意見交換ができなかった。テーマ「次代を担う人づくりを考える」

は大切なことではあるが、巾が広すぎるのではないか。 

・情報交流で時間が終わってしまった。テーマや人数、時間に課題がある。 

・テーマの設定が難しいと思った。町村の規模や首長の方針により、教育委員会が所管

する事務事業も差違があり、同時に抱える問題も多岐にわたる。 

・テーマはあるものの、明確ではなかった。 

・「目指す人材像」という難しい主題についての意見交流は、敬遠されがちだったが、

直前の実践発表にあった「２期制」や「多文化共生」については、各市町村の実態を

踏まえ、気軽に意見交流ができた。 

・なかなか踏み込めなく、雑談的になった。 

・難しいテーマに困惑気味な方もみえた。 

・少ない時間でしたが、グループの方の考え方が少しでも聞けて良かったです。もう少

し時間や、はっきりとしたテーマがあると良かったかと思います。 

☆今後の実施について 

・時間がなかったので、自己紹介と発表の感想等で終わってしまった。 

・時間が短く、十分な意見交流ができなかった。・もう少し時間がとれたらよい。 

・前半はテーマを絞り、後半は、その他の意見交換ができるよいかも。 

・テーマはもう少し絞り込んだ方がよいかもしれません。 

・もう少し親しみやすいテーマでもいいのでは？ 

・テーマが大きすぎると感じた。また、グループ編成については、出来るだけ違った地

区の委員で構成して頂けると良いと思う。 

・テーマは実践発表の内容や今日的課題、講演内容の感想などでよい 

・事前にテーマがわかっていて、資料や情報を持ち寄って討議するとよりわかりやすい 



・難しい課題を話し合うのではなく、教育委員の生の声が聞きたいと思います。 

・今後もこうした機会を設けて欲しい。初回であるため、あと１～２回現方法で実施し、

検討されてはどうか。 

・市町村での違いを知ることができ、「こんなやり方もあるんだ。」という発見もありま

した。ただ、時間が短いです。昼食を食べるときから、グループ別交流会をやってい

いのではと思います。 

・目的を教育委員の資質向上等と、町村の教育計画自体に求める内容とを切り分け、あ

る程度具体的なテーマを設定すると良いと感じた。 

・町村独自の教育委員研修や活動について聞けると良い。 

・もし、グループ別実践交流会を行うなら、提案発表は１つでいい。提案内容とはあま

り関わりのない市町村もあるだろうが、交流していると何か発見することがある。交

流の時間を増やした方が良いと思う。 

・グループ編成はせっかく県なので、各地域の方々と交流したい。 

・パネルディスカッションでもよいのではないか。 

・随行者は、グループ交流会に参加できない。（委員の送迎管理のため） 

５，研究総会全体に関わって 

・本当に意義のある会でした。 

・この方法は良いと思います。 

・横山連合会長さんのごあいさつは、大変興味深く、ありがたく享受させていただいて

います。会が引き締まります。 

・年々、質的向上が見てとれる。 

・案内に立っていた方々が親切で、会場が広くて、ゆったりした雰囲気がとても良かっ

た。 

・主管した恵那市教育委員会のスタッフの皆さんご苦労様でした。 

▲最後（終了）のあいさつ（放送）がはっきり聞こえなく、締めくくりがいまいちであ

った。 

▲全体会の会場ホールは、長い時間いたら寒くなった。臨機応変に暖房を利用できると

よい。広くて日光が入らない場所は、使用頻度が少ない状態だと、また、秋も深まっ

てくると冷え込むものである。 

▲（アトラクションについて）私が校長時代にアトラクションを依頼されて子どもが出

たことがある。子どもにとっていい経験となるように位置づけたが、昨今では学校運

営上、無理がないか心配である。 

▲忙しい方も多いので、より短時間で効果的な総会としたい。テレビ会議のようなもの

でも良い。 


