
一人ひとりが大切にされる教育
～子どもを取り巻く状況から考える～

子どもの状況把握と情報共有、関係機関との連携

一人ひとりを大切にする教育

学校の外にも目を向けていく

子どもの様子にアンテナを張り、変化をキャッチする

　多くの子どもは日中の大半を学校で過ごします。そのため、困難や課題をもつ子どもは学
校で何らかのサインを出すことがあります。そのサインを大人がキャッチしなければなりま
せん。そのために、様々な場面で子どもの様子にアンテナを張ることが大切です。

気になる子どもについて情報共有を行う

　気になる子どもへの支援を考えていくためには、校内関係職員（管理職、担任、教科担任、
部活動顧問、養護教諭、支援教育コーディネーター等）の間で情報を共有する必要がありま
す。旧担任からの引継ぎ、家庭環境調査票、幼・保・小・中の連携などによる情報を用いて、
家庭状況を再確認することも必要です。

校内での支援と関係機関との連携を進める

　教職員や関係機関を交えたケース会議等を開き、今後の支援方針や役割分担などを確認し
ます。必要に応じて子どもや家庭を関係機関につなげていきます。関係機関につながった後
も学校による支援は終わりではなく、学校と関係機関がともに子どもと家庭を見守っていく
体制をつくり、支え続けることが必要です。

一人ひとりの学力を保障する

　学ぶ環境や教育機会の格差から、経済的困窮の状況にある子どもの進学率が低く、そ

こから収入の高い職に就かず「貧困の連鎖」へとつながることを確認しました。そのた

め、子どもの基礎学力を保障することが、貧困の連鎖を断ち切るために重要です。

自分の将来に希望をもてるキャリア教育の推進

　経済的困窮の状況にある子どもの中には、自分の進路や将来への希望がもてず、諦め

てしまう子どもがいると考えられます。子どもが将来に希望をもてるキャリア教育を推

進していくことが大切です。

自尊感情を高める

　全国学力・学習状況調査のアンケートから、自己肯定感や自尊感情と学力との相関関

係がうかがえました。日頃からの関わりや指導の中で、子どもの自己肯定感や自尊感情

を大切にすることが、子どもの自信につながると考えられます。

　子どもが「どのようなことで困難を感じているか」という視点をもつためには、教職
員が世の中の情勢についてアンテナを張り、国や市の状況などにも関心をもつことが必
要です。
　また、ＮＰＯなどの団体による地域での様々な取組に目を向け、必要なときに情報連携
を進めていくことも、子どものよりよい支援を考えていくために大切であるといえます。
　編集部では、今回のテーマをきっかけとして、学校、行政、地域が
今まで以上に理解を深め合い、互いに情報共有や連携を行いながら、
子どもたちを見守っていく体制ができていくことを願っています。
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子どもたちのために地域で活躍している

方々から、原稿を寄せていただきました。

「正々堂々と竹刀を交える」
　相模原市剣道連盟会長　 井上　一彦 氏

「一瞬のリアルを感じてほしい」
　相模原市立博物館　　 　秋山 幸也 学芸員

学級、拝見しました

　学級を取材し、学級経営で大切にしているこ

とや、そのための心がけなどを聞きました。

橋本小学校 塚本 照代 教諭

田名北小学校 矢竹 勝紀 教諭

共和中学校 鳥越 陽介 教諭
新町中学校 渡邊 敦子 教諭

教育研究員研究

総合学習センターで実施している２年間の研究のうち、２年次の取組を紹介します。

考え、議論する特別の教科道徳のあり方にかかわる研究

大島小学校　 神村　 圭悟　 教諭　　　　橋本小学校　 　和田　由香里　教諭
谷口中学校　 井上　 舞子　 教諭　　　　鵜野森中学校　 政野　千絵　  教諭

子どもの体力の向上に向けた指導のあり方にかかわる研究

田名小学校　 田代　 泰三　 教諭　　　　根小屋小学校　 本田　芙裕美　総括教諭
田名中学校　 樺澤　 靖典　 教諭　　　　大野台中学校　 井上　　剛　　教諭

タブレットＰＣを効果的に活用する授業づくりにかかわる研究

鹿島台小学校 加藤　 圭脩　 教諭　　　　青葉小学校　 　内藤　友子　　教諭
緑が丘中学校 本杉　 新之介 教諭　　　　相模丘中学校　 菊地原　祐子　教諭

一人ひとりが大切にされる教育
～子どもを取り巻く状況から考える～

また宿題をやってこなかった。それなのに学校では平気な顔をしている。意志の弱い子だ。
もっと危機感をもたせてやらせなければいけないのだろうか。

表面化した子どもの様子を見て、子どものやる気や努力の足りなさばかりに要因があると思い込

んでしまっているところはないでしょうか。上にあげた例のように、子どもたちが様々な家庭環境

におかれたまま、問題行動や不登校につながっていくことがあります。学校の取組だけで家庭環境

修学旅行の承諾書が期限にそろわなかった。いつも提出物を期限に出してこない。
自己管理のできない困った子だ。また注意しないといけないのだろうか。

あの子は朝から元気がなく無気力な表情をしている。どうやら朝ご飯を食べてきて
いないようだ。朝ご飯くらい食べてくればいいのに。

運動は得意なはずなのに、部活動にも入らないで、放課後はいつも校内をフラフラ
している。用がないなら下校すればいいのに。周りの生徒への影響も心配だ。

このリーフレットは、平成 29 年 12 月 15 日発信の

「さがみはら教育」第 162 号について紹介するものです。

を変えることは困難です。しかし、家庭の問題だからといって「一人ひとりが大切にされる教育」

を諦めてしまってよいのでしょうか。教育の力でできることとは何かについて考えます。

親には承諾書を渡してあるけれど、忙しくてなかなか見てもらえません。

参加費も払えるのか心配です。そんな状況を先生にもなかなか言いにくい。

私の親は調子が悪く、朝起きられません。カップ麺やお菓子があるときは

自分でそれを食べて学校に行きますが、食べるものが何もない日もあります。

本当はテニス部に入りたかったけど、うちにはユニフォームやラケットなどを買う

余裕がないし、そんなこと友だちや先生にも言えません。家に帰ってもつまらないし。

学校にいるときは楽しいけれど、家の中が落ち着きません。昨日も夜まで弟や妹の

面倒を見ていて、そのあと疲れて寝てしまい、結局また宿題ができませんでした。



～子どもを取り巻く状況から考える～

　就任から１年。これまで、相模原の教育環境や子どもたちのことを見つめ
てきた教育長に相模原の教育の良さや課題、子どもたちの未来のために私た
ち大人が大切にするべきことなどについてうかがいました。

主な質問項目

●教育長に就任後、市立小中学校109校を訪問され、実際に各校をご覧になって感じたこと

●相模原の教育において、その良さや課題として感じていること

●基礎学力の定着について、この課題を改善していくためのお考え

●相模原の教職員へのメッセージ

相模原市教育委員会 笹野 章央

正々堂々と竹刀を交える　　　井上 一彦 氏

一瞬のリアルを感じてほしい　秋山 幸也 学芸員

橋本小学校 塚本 照代 教諭

田名北小学校 矢竹 勝紀 教諭

新町中学校 渡邊 敦子 教諭

共和中学校 鳥越 陽介 教諭

考え、議論する特別の教科道徳のあり方にかかわる研究

子どもの体力の向上に向けた指導のあり方にかかわる研究

一人ひとりが大切にされる教育

タブレットＰＣを効果的に活用する授業づくりにかかわる研究

鹿島台小学校 馬場 真美 教諭

中央中学校 鈴木 達也 教諭

千木良小学校 森久保 美夏 教諭

北相中学校 横地 裕子 教諭

～子どもの７人に１人が経済的困窮家庭に～

貧困率について

　厚生労働省が発表した平成28年の「国民生活基礎調査」によると、平成27年の子どもの貧困
率は13.9％となっており、子どもの７人に１人が経済的困窮の家庭状況にあります。先進国でつ
くる経済協力開発機構(ＯＥＣＤ)の中でも加盟国平均を上回っています。さらに、ひとり親世帯
の貧困率は50.8％と、過半数が経済的困窮の状況にあります。また、最近の研究から、経済的困
窮が子どもの食生活にも関連していることが見えてきました。

高等学校等・大学等への進学率

　我が国の生活保護世帯の高等学校等進学率は全世帯の進学率に比べて低く、逆に高等学校等の中退
率や、中学・高等学校等卒業後の就職率は高くなっています。本市の生活保護世帯の高等学校進学率
にも同様の傾向が見られ、特に全日制高等学校への進学率はさらにその差が大きいという状況です。

「子どもの貧困率」とは

　世帯の年間収入から税金や社会保険料を引いた「等価可処分所得」（実際に使える金
額）について、中央値（平均的な生活水準）の半分を下回る世帯の人々の割合を「相対
的貧困率」といいます。そして、その世帯で暮らす1 7歳以下の子どもの割合を「子ど
もの貧困率」といいます。

児童虐待 ～ネグレクトが増加傾向に～ 不登校

　児童相談所の「平成28年度版事業概要」に
よると、本市児童相談所における児童虐待に
関する相談受付件数は、平成27年度までの５
年間で約２倍に増えています。その中でネグ
レクト（保護の怠慢ないし拒否）は心理的虐
待に次いで２番目に多く、ネグレクトの件数
も５年間で約２倍に増加しています。

　相模原市の平成28年度の不登校児童生徒数
は、小学校、中学校ともに前年度より増加し
ています。不登校の要因としては、特に「無
気力」「不安」が多く、要因の理由としては「家
庭における状況」が多くなっています。家庭
環境における課題が不登校にも影響している
ことがうかがえます。

　家庭の経済的格差が、子どもの学習環境や教育機

会の格差に影響します。

　また、経済的困窮家庭の子どもの進学率は比較的

低く、中には目指していた高等学校や大学への進学

を諦めて、収入の高い職に就けない若者が出てきま

す。

　さらに、その子どもたちの世代へその状況が引き

継がれると「貧困の連鎖」が生まれます。

家庭の状況が子どもに及ぼす影響

子どもの貧困対策に向けての動向

　「全ての子ども・若者が健やかに成長し、全ての若者がもてる能力をいかして自立・活躍

することができる社会の実現」を目指して、平成29年４月にこども・若者未来局を設置しま

した。学齢期の子どもの学びと生活基盤を支えていくため、教育委員会との連携を強化し、

切れ目のない支援に取り組んでいます。

　子どもを支援する関係団体との情報交換会の開催…市内で子どもの学習支援を実施している団

体や、市及び市社会福祉協議会が集まり、地域における子どもの貧困の実態や、学習支援を行う

上での課題を話し合う、情報交換会を開催しました。

　「子どもの生活実態調査」の実施…市内のひとり親家庭のうち、児童扶養手当受給世帯の保護

者・子どもを対象に調査を実施しています。この調査結果は、今後の施策に活用していきます。

こども・若者未来局と教育局の人事交流

　子どもに対する切れ目のない支援と関係機関同士の連携を強化していくために、こども・若

者未来局と教育局では人事交流を行っています。各区の子育て支援センターで活躍している３

名の指導主事に、現在の取組を通して感じることや、子どもの支援で大切なことなどについて

うかがいました。

● 緑子育て支援センター こども家庭支援班 劒持 順子 副主幹

● 中央子育て支援センター こども家庭支援班 松浦 隆志 副主幹

● 南子育て支援センター こども家庭支援班 笹嶺 由香 副主幹

ＮＰＯ文化学習協同ネットワーク

清水 貴之 氏

「 “頑張ってみるのも悪くない ”ことや “なんと
かやっていける自分 ”という感覚を獲得して
もらいたいと思っています」

銀河の森プレイパーク 代表

高子 未乃梨 氏

「子どもたちの自由な遊びを守ることで、こ

どもの自主性、創造性、コミュニケーション

力、生きる力などを育む場となっています」

無料塾ひばり学校　理事長
木谷 公士郎 氏

「学習支援は対策の一つですが、子どもたちが自

分で可能性を広げ、未来を切り開いていく力を得

るには欠かすことのできないものだと信じています」

橋本公民館

館長代理坪井 健次

「関係機関同士で情報を共有し連携を深めていく

ことが必要であり、そうすることで、よりよい事業展

開が図れるものと確信しています」

教育局長

野村 謙一 教育長

教育長に聞く

～全ての子どもたちの中で、未来への夢や希望が育まれるように～

教育長に聞く

まずは、現状を知ることから

相模原市では

相模原市では
　～市の施策と市内における様々な取組～

まずは、現状を知ることから
　～家庭環境に課題のある子どもの現状～

子 ど も の 貧 困
「こども・若者未来局」とは

市内における様々な取組

市の施策家庭の状況

一人ひとりが大切にされる教育

～家庭の状況も影響に～


