
第 23回 教育についての次期計画「（仮）第４次豊田市 

教育行政計画」に関するアンケート 

 

実施期間：２月１８日（木）～２８日（日）  回答者数：１５０人 

 

Q1 それぞれの重点事業について、ご意見をお聞かせください。 

＜意見件数＞ 

事業１ ：「主体的･対話的で深い学び」推進事業 17 

事業２ ：ＩＣＴ活用・整備推進事業 43 

事業３ ：子どもの読書活動推進事業 61 

事業４ ：きめ細かな教育推進事業 21 

事業５ ：いじめ･不登校対策事業 39 

事業６ ：特別支援教育の推進事業 9 

事業７ ：外国人児童生徒等教育事業 10 

事業８ ：学校施設長寿命化改修事業 15 

事業９ ：(仮)WE LOVEとよたっ子推進事業 12 

事業１０：地域学校共働本部／コミュニティ･スクール推進事業 11 

事業１１：地域との連携等による教職員多忙化解消推進事業 24 

事業１２：ものづくり教育プログラム事業 14 

その他（事業全般等） 9 

 

＜意見等＞ 

事業 5 

不登校の子供たちの居場所、フリースクールのような場所を充実することが

必要だと思います 

 

事業 11 

部活が、縮小廃止の流れにあるようですが、部活は人間関係を学んだり、授

業では学べないことが学べるとても重要なものだと思います。民間に委託す

るなどして、なくならないようにしてほしいです。 

3.読書をすることはとてもいいと思う。 

5・いじめに対して、もっと慎重になってほしい。 

12.地域と学校でもっと連携して、子供のためになることができるといい。 

事業１ ：「主体的･対話的で深い学び」推進事業 

 教育の中では今後最も必要とされるものなので賛成 

 



事業２ ：ＩＣＴ活用・整備推進事業 

 賛成 

 

事業７ ：外国人児童生徒等教育事業 

 外国人が増えてきておりニーズも高まっているだろうから賛成 

 

事業８ ：学校施設長寿命化改修事業 

 賛成 

 

事業１２：ものづくり教育プログラム事業 

 今後生きていく上で工学的知識は必ず必要になってくるので賛成 

１．事業２ ICT活用・整備推進事業 

 教員の ICT活用指導力の向上は非常に重要なことと思います。 

 専門家を含めしっかりとした教育計画をたてていただきたいと思います。

また学習ｽﾀｲﾙの構築も重要であり経験者を加えて進めていただきたい。また

ICT環境整備は特に重要です。 

 

２．事業３ 子どもの読書活動推進事業 

 課題解決能力を高めるために読書とは少し違うかなと思います。ただし読

書は重要であり低学年から読ませる工夫をしていただきたい。また幼児期に

本の読み聞かせも重要と思います。 

 

３．事業１０ 地域学校共同本部/ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ推進事業 

 地域と学校が連携協同し地域全体で子供の成長を支えていく組織の活動を

推進は非常に良いことだと思います。具体的な計画をｵｰﾌﾟﾝにしていただき

たい。 

１ 児童・生徒数により、大規模校と小規模校とで取り組みが異なると思

う。他校との交流等で様々な機会を設けて欲しい。 

 

３ 出前授業、講座開催は大切だが、身近な校内の図書館、交流館で本に親

しみ、本との出会いの喜びを感じてもらいたい。（本に親しむ機会の創出を

是非） 

 

５ いじめ防止、不登校の自立支援は、事前の予防が困難で事後の対応にな

ることは免れない。教師がその対応に疲弊してしまわないようバックアップ

して欲しい。 



事業 5 この項目に入るかどうかはっきりしませんが、子供の遊びの大切さ

について、テレビで見ました。体を動かして意味のないことを繰り返し、そ

れが楽しい。こういうのが遊びということだったのですが、遊ぶことで他人

に対する思いやりや、危険を避けることを学ぶそうです。そういえばそうか

なと思うこともあり、学校では学ぶだけでなく、遊ぶことも重要だと教えて

ほしいです。遊ぶことも運動することも人生の大切な一部だと思いますの

で、先生も親もよく気を配ってほしいと思います。 

3マンガも読書として認めては？ 

 

4と 10時間外や休祝日、テスト前など柔軟に対応してほしい 

●事業 5 いじめ・不登校対策事業 

いじめと云うのは一番卑怯な犯罪と思う。グループで一人の弱者(貧困家庭、

身障生徒、転校者、目立つ存在)を追い詰めることによって自分達の存在感を

補償するような行為である。 

 加害者の一人一人は悪い事をしてる認識は少ないが、被害者の心の痛みを

分からないのは、不幸なことである。 

 いじめは被害者の不登校どころか、時には自傷、自殺まで行き着く場合も

ある。 

 特に新学期の始まる前日、当日、翌日に生徒の自殺が集中する。 

 命の尊厳を被害生徒、加害生徒共、理解してないからである。 

命の尊厳を学ぶ為に、小学生には兎、鳥などの飼育、中高生には児童養護施

設、高齢者施設などでの体験ボランティアをカリキュラムなどに加えたらど

うか。 

 ドイツなど欧州では導入してます。 

2 ICT活用 

今回のコロナで、ITが受け持つ役割が増大したと思います。 

家からでも授業が受けれたり、海外の学校と国内にいながらにコミュニケー

ション取れたりするメリットが明確になりました。 

コロナが過ぎてもきっとこの流れは部分的に残ると思います。 

でもオンラインだと授業に身が入らない子がいたり、ITがいじめの温床にな

るなどチェックしていかなければいけないことも多いですね。 

 

10 コミュニティスクール 

共働き世帯が増えることにより、子供の放課後をどうするかが課題。 

私も数年後にその課題に直面する。 

小学校でもアフタースクールあるが、終了の時間が早すぎる。 



まずは時間を延長してほしい。 

そうでなければ、民間で学校までの送迎、夜までの面倒見、またそこで勉強

も見てくれるようなサービスがあるとよいと思う。 

市としても（年何回かの監査を行ったうえで）認可システムを作って、業者

とユーザ双方の安心感醸成・マッチングできるような仕組みを作ってもらえ

るとありがたい。 

 

12 モノづくり教育： 

とても大切だと思います。自身で構想を考え手を動かし、物を作る。 

机上の勉強よりも将来に向けては大切だと思います。 

豊田市は工業、林業、農業とモノづくりが豊富ですので、アドバイザはいろ

いろ依頼できそうですね。 

事業３ 小さい頃から絵本に親しみ、小学生までに読書の楽しさを学ぶこと

が、その後の集中力や学習能力に直結することを実感しています。 

これからの子ども達は生まれた時からデジタル機器に囲まれているからこ

そ、紙の本に触れる機会を敢えて持ち続けて欲しいです。 

5 

子供達が安心して学校生活を送れる環境を目指してほしい。 

事業 3について 

長く小学校での読み聞かせボランティアを続けてきました。 

コロナの影響で学校再開後も朝の読み聞かせ活動が再開できないままです。 

学校側も忙しいのか、読み聞かせの時間を設定するのが難しいのか、以前の

ように訪問する事ができなくなっています。 

大人が手本となり、本の楽しさを伝える事は重要と思います。読み聞かせ活

動が充実するようなバックアップがあれば良いと思います。 

学校に行けない子は、オンラインで自宅や保健室から授業に参加できたら、

学習面の遅れや学校との繋がりを続けることができると思う。 

外国の言葉のフォローが必要な子は自動通訳を使ってもよい 

 

学校に行く事だけでなく違う形で授業に参加できれば、少しでも不安を和ら

げることができると思う 

事業３    

じしぎょう１０こどものどくしょ子どもの読書活動推進事視野を広げるため

になると思います業 



モノづくりきょいくプログラムは、参加したことが、あり 

とても、良いと、おもいますが、負担を、もう少しへらすと、ありがたいで

す。 

事業 3 

以前、TV番組で子どもの図書館利用(貸し出し数)がのびたと取り上げられて

いた。それは、図書カードの代わりに銀行などで使う通帳を使っているとい

うものだった。通帳同様、ATMのような機械に自分で入れるというモノで、

借りた日にち・本の名前・返却日・本の値段などが印刷されて出てくる。な

ので、たくさん読んでる子は、すごい金額の本を読んだ事になり子どもたち

はもっと読もう！もっと読もう！という気になるらしい。 

ナイスアイデアだな！と思った。 

 

事業 11 

知人で小学校教員がいますが、とても忙しそうです。特に部活？クラブ活

動？など顧問になると土日に試合などが行われ休みが，全くなかったようで

す。 

もっと地域の方のボランティアを募り、先生方の負担を減らしていただきた

い。 

事業 1:個々で差が出ないか心配。 

できる子はできて、できない子は対話の機会を逃して終わるのではないか。 

その辺りの対策は考えているのか。 

 

事業 3:読書機会を設けているのはわかるが、一日一冊読むくらいの読書に触

れさせてほしい。 

事業３ ：子どもの読書活動推進事業  スマートフォンでいろいろ見えるが

最近は本を読む機会がないし、読ませる事を教えてほしい。 

事業 1：「各学校で指導方法の工夫･改善を実施します。」が気になります。学

校間で差が出来てしまわないでしょうか？ 

 

事業 4：もうすでにできている様に思います。 

 

事業 8：学校は何かあった時の避難場所になっていることが多いので、長寿

命化は賛成だけれど、安全であってほしいです。 

事業番号 2 

IT活用によって学校に来られない子も学習が可能になるので良いと思いま

す。 



 

事業番号 3 

調べ物も ITを使うとすぐに欲しい情報が検索できます。そういう時代で

も、図書等で地道に調べたりすることは必要だと思います。 

個人的にはいろいろな本に触れてほしいと思います。 

 

事業番号 11 

子供の小学校の校長先生から、教員の仕事の開始時間は 8時 30分からと聞

きました。朝、子供が学校に着くのは 8時 05分くらいなのにおかしな話で

す。 

部活動もそうですが、朝の子供の受け入れも先生ではなく地域の方にお願い

するとか、先生たちが勤務時間内に仕事が終われるようなスケジュールに作

り直すべきだと思います。 

事業 3 

読書は自分の知らない様々なことを知る機会になるので、本を読むことが嫌

いにならないような教育が必要だと思う。 

 

事業 4 

きめ細やかな教育は学習だけではなく子どもの悩みなどにも気づきやすくな

ると思う。 

３ 読書は人間性を豊かにするためにも必要なものです。 

  他人を思いやる心，他者をも認める心を持つためにも子どもの頃からの

読書習慣は，ぜひともつけるべきでしょう。 

 

７ 豊田市在住のすべての子供たちが等しく教育を受けることができるよう

に手を差し伸べる手段が多くあることを望みます。 

 

８ 校舎改修や新築は，画一的な校舎ではなく個性的な教室なども作る良い

機会だと思います。  

 

１１ 地域に開かれた学校は地域住民のプラスにもなるでしょう。 

事業 9 

豊田市に住む子供が豊田市大好きで育ってほしい。 

事業１・各学校で工夫、改善した事を他の学校でも共有できるように学校ど

うしで定期的に情報交換したらいいと思います。 

 



事業２・タブレットが配布されるのでしょうか、タブレットを大切に活かし

た授業をしてください。 

 

事業 4・人間性の高い非常勤講師、補助員を選らんで下さい。 

特別支援教育は、保護者が孤立しがちなので、地区ごとや市内全体で交流で

きる機会があるといいと思う。 

担当教員の資質次第で、児童生徒の能力向上に大きな差が出る。塾やスポー

ツなど課外教育が難しく、市で指導方法の改善や連携を希望します。 

 

地域学校共働本部は、一部の地域住民に依存しがちで、在校生の保護者の参

加意識が低いと思う。定期的な参加を求めるのではなく、「できるときに、

できる人が、できることを」する活動にしてほしい。例えば、環境美化で除

草や花壇整備をするときに、その都度募集する。 

地域を限定せず、市のホームページで各学校のボランティア活動募集一覧が

みられると参加しやすいのではないか。 

事業 3 子供の読者活動推進事業 

子供に読書の楽しさを教えて、自分から進んで読書できるように工夫する。

毎朝読書の時間を設ける、あるいは、読み聞かせから始めるなど。 

 

事業 4 きめ細やかな教育推進事業 

少人数学級によるきめ細やかな教育の実現。 

 

事業 11 地域との連携 

地域の有識者の話を聞く機会をつくったり、部活動の指導を外部に委託する

など。 

事業 3 子供の読書活動推進事業 

ICT活用に目が行きがちだが、読書の楽しさを教えて、自分から進んで読書

ができるような方法を考えて欲しい。 

 

事業 4 きめ細やかな教育推進事業 

少人数学級によるきめ細やかな教育を希望します。 

 

事業 2 ICT活用 

ICT活用は避けては通れない。 

事業 11 教職員の多忙化解消は、重点的に進めていくべきだと思いました。

現状、先生方の負担多く、心身を病んでしまうニュースが話題になっていま



す。豊田市では教職員の働き方改革が進みつつありますが、民間の企業や人

材を活用して先生定時で帰れる、休日をしっかり取れる体制作りが早急に必

要だと思われます。 

 

事業 2 ＩＣＴ活用について、今後、児童 1人に 1台のパッド配布されると

のことですが、各家庭のネット環境にバラつきがあったり、精密機器のた

め、取り扱いや保管状態など不安があります。 

 

事業 3 読書活動推進は親子で参加できるイベントなどがあると、より魅力的

になると思います 

事業４ 

家庭の事情等で教育の差があってはいけないと思います。 

塾ではなく、学校で補助していくことは非常に良いことと思います。 

わからないことをその場で尋ねることができるなど、わからないまま勉強が

すすんでいってしまうことがないように補助員等を配置することは大事なこ

とと思います。 

 

事業５ 

いじめ・不登校は、誰にも気づかれないままのことも多いと思いますので、

相談支援等の対策事業は、これから先も大切なことと思います。 

いじめ･不登校対策事業について 

いじめを無くすために、あだ名は全てやめて「・・・さん」と呼ぶ意見があ

りますが、小学生には親しみがわかないと思います。 

身体的特徴や家庭環境等、あだ名で呼ぶ事は良くないと思います。ただし、

本人も親しみを持って使っているあだ名はいじめには繋がらないと思いま

す。 

事業５ いじめ･不登校対策事業 

事業９ (仮)WE LOVE とよたっ子推進事業 

この二つは、一緒に取り組めば効果があるような気がします。 

学び続けることの楽しさを伝えることは大切だと思います。私も知りたかっ

たなと思いました。 

事業 2 ICT活用やその教育は、欧米により遅れた分野であるので、早急に

人材育成を含め進めてほしい。 

 

事業 11 教職員多忙化の一つに、ICTの活用が遅れて合理化できていないこ

と原因であることが多い。現場の人材に ICTの専門家を増やし、さらに市の



内部に ICTを理解して推進する体制が必要だ。例えば、企業ではコロナ禍

で、抜本的な働き方変革を迫られた結果、様々な革新的な業務改革が進んで

いる。地域の連携だけではなく、ICT活用による教職員多忙化解消を進めて

ほしい。 

3.とてもよい取組だと思う。単に読書が好きということだけでなく、調べ学

習に発展させるところは各家庭で取り組むのは難しいので支援が必要と思

う。 

 

10.地域ボランティアなど手を挙げて参加される方だけでなく、もっと広い

層の地域の人と繋がるような取組が必要と思う。 

・事業３について、子どものゲーム流行りの世の中、この時期に読書習慣を

つけさせることは、重要である。そのため、始業まえ１５分とか３０分時間

を確保して、読書の習慣を身につけさせる。 

 

・事業１０について、これからの地域の拠点として重要な施策であるので、

是非推進してください。 

 

・事業１２について、地域の特色として企業の地域支援との連携を図る。 

ちょっと難しいですが豊田市民 1人 1人が安心して暮らせると、行っても健

康な人もいれば、私みたいに車椅子で 1人暮らしをしている人も、いますが

けして安全安心で暮らせるとは思ってないのが残念であります 

全体的に具体的な指針の記述がないため、よくわからない。 

本記載内容での意見を述べます。 

 

事業１ 「主体的･対話的で深い学び」推進事業 

→伝わる資料の発表の仕方、ディベートでそれぞれの立場(リーダ、書記 

等)の実践でコミュニケーションや発言を学ぶようにして欲しい 

 

事業２ ＩＣＴ活用・整備推進事業 

→パソコン、プログラミングの知識を実習を踏まえて実践して欲しい 

 

事業３ 子どもの読書活動推進事業 

→読むことで漢字や言葉も学習できるため、読むことを義務付ける(例えば 3

冊/月) 

 

事業４ きめ細かな教育推進事業 



→少人数学級とは何人を想定しているのか？ 

 

事業５ いじめ･不登校対策事業 

→どのように実施、実現するのか具体的な指針が不明。 

 

事業６ 特別支援教育の推進事業 

→個別に実施することは理想であるが、教員の負担等もあるためどのように

実現するのでしょうか？ 

 

事業７ 外国人児童生徒等教育事業 

→近年、外国人児童も多くなってきていると思いますので、支援をお願い致

します。 

 

事業８ 学校施設長寿命化改修事業 

→長期使用を見据えて、建築をお願い板します。 

 また地震対策も合わせて実施をお願い致します。 

 

事業９ (仮)WE LOVE とよたっ子推進事業 

→伝統を守る、豊田市の自然、産業（トヨタ自動車）の学習を深めるため

の、体験(講師の方の授業、現地現物(工場見学 等))を実施してください。 

 

事業１０ 地域学校共働本部／コミュニティ･スクール推進事業 

→学校間の連携をすることで何が良くなるのか、目的がよくわかりません。 

 

事業１１ 地域との連携等による教職員多忙化解消推進事業 

→教員の負担軽減策の構築をお願い致します。 

 「事業６ 特別支援教育の推進事業」との両立案を策定してください。 

 

事業１２ ものづくり教育プログラム事業 

→伝統を守る、豊田市の自然、産業（トヨタ自動車）の学習を深めるため

の、体験(講師の方の授業、現地現物(工場見学 等))を実施してください。 

重点事業が１２もあることが、焦点を絞れていない事の顕れ。 

多くとも３事業程度までの意見を募るのであれば、事務局が重視する３事業

は何かを示して、重要度に合うか問うべき。 

また、重点１２項目は、今に始まったことでなく、これまでの経緯や現状認

識を示すべき。 



これまで取り組んでこなかったことの新たな問題は何か、 

取り組んできたが成果を示せていないことは何か、 

またその要因はどこにあるのか、市の行政、教育委員会、教員と教育現場、

家庭など、要因を分析して対応策を示すべき。 

責任がどこにあるのか示されていない事業推進は無責任といえる。 

事業３の学校施設長寿命化改修事業ですが、８０年ももたないと思います。 

事業８の学校施設長寿命化改修事業ですが、南海トラフ地震に対して、改修

で対応でるのか不不安です。 

2 ICT事業は本当に日本は遅れていると思うので優先度が高くていいと思い

ます。 

事業：３ 

読書をしている子供をあまり見た事がない。 

また家庭で新聞を購読している所も少なくなっている気がする。 

このような活字離れが続くと間違った日本語がまかり通る世の中にならない

か心配。 

 

事業：１１ 

地域にはその道のプロ（ノンプロ）に近い人がいるはず。その人を積極採用

し放課後や休日に世話をして頂く。退職後シルバー人材センターに登録して

いる人の中にもそのような人がいる。 

 

事業：１２ 

学校カリキュラムの中で関連付けたものづくりだけではなく、身近にある紙

や竹、木を使って楽しんで作れる物を体験すると面白さが伝わると思う。 

事業 1について 

「各学校で指導方法の工夫･改善を実施」となると、現場任せの丸投げとい

う印象を受けてしまいます。また学校による質の差が発生する可能性が大き

いと思います。事業として成立させるためには工夫の前に具体的な共通理念

が必要になると思います。 

 

事業 2について 

ＩＣＴの教育への導入は必然の流れだと思いますが、ＩＣＴはあくまでツー

ルであり、重要なのは「Ｃ」の向上です。インフラの整備だけで満足するこ

とのないように有効な事業を進めていただきたいと思います。 

 



全体的な感想として、教育現場ではすでに実施していることですと言われる

のではないかという気もします。 

事業 2、事業 4、事業 8は、子供をもつ親として積極的に進めて欲しい良い

事業と思います。事業 9は少し変わった取り組みとして、豊田市の特色を生

かした事業を期待したいと思います。 

「事業 2：IC活用・整備推進事業」は時代に合っていて良い。特に注力して

ほしい。事業の中でも緩急をつけると良いし、表現できると良い。英会話な

ども積極的に事業に取り入れてほしい。教育に関する補助金なども事業に加

えてほしい。あと、学校ごとの格差を感じるときがあるが、公平に実施して

ほしい。 

１．「主体的･対話的で深い学び」推進事業について 

「主体的･対話的で深い学び」という内容がどうやって実現しようとしてい

るのかが先生任せにならないように何に対して、どうやって実施し、どうや

って評価していくのか、なども記載しないと総花的では総論賛成、各論反対

となり、前に進みづらいと思います。結局、やる気のある子供は積極的に学

ぶのだと思いますが、そうでない子はなにも学ばないため成長せず、底上げ

がされないまま、全体的には何も変わらないように見えるのではないかと心

配します。 

 

２．ＩＣＴ活用・整備推進事業 について、 

一昨年、高校生の息子が学校の行事で参加したオーストラリアのホームステ

イ体験にて、日本は ICT活用が遅れていると実感したと言っていました。海

外は新しいことに積極的に取り組んでいますが、日本はお役所仕事（上位職

層や地域住民が許可しないと決められず前に進まない）になっていると感じ

ており、どんどん日本の競争力が弱くなっていると思います。ある程度効果

が見込めるものについては強引に進めていくことも必要かと思います。 

 

５  いじめ･不登校対策事業について 

「自立支援などに関する各種対策事業」と書かれていますが、自立支援では

なく、いじめに関しては先生がいじめを監視し、見つけたら対処しなければ

ならない規則を作り、もし、内部告発で放置したことが分かったら懲罰を与

えるなど、周囲の人がいじめられている子供を助けてあげないといけないと

思います。言いたいことは「いじめは本人個人の問題にしてはいけない」と

いうことです。自立したい子を助けるのではなく、自立しようとできない子

を助けてあげてください。今回の事業の説明としては「いじめの防止や対

応、不登校児童生徒の自立支援などに関する各種対策事業を実施します」で



はなく、「いじめの防止や対応、不登校児童生徒の監視・救済などに関する

各種対策事業を実施します」としてはいかがでしょうか。 

３＝子供の読書活動はとても大切です。言葉を覚え、想像力を高め、未来を

主体的に見る事を学ぶ。そして、生きて行く力を身体で会得するのです。 

私は、図書館司書や学校での図書室担当の先生方が子供達を結びつけるイベ

ントを開催してほしい。文章読解力を付けるために読書感想文を義務化して

はどうですか？ 

 

５＝教育機関が本当に（いじめ対策）を考えているか疑問に思うことが有り

ます。 

校内での遊びといじめとと区別がつかない！として（いじめが無い）と片付

けてしまう。自分のクラスや学校から（いじめ問題）を起きた！と言うのが

知られたくないから 

隠したがる、自己保身に走る、先生がいます。大学では（子供達に愛情を持

って教えたい！）と夢た理想を語っていたのが自己保身に徹してしまう。 

今の先生には（余裕）が無いのが一番の根底にある真の原因と断言出来る。

一番の解決策は、授業と体力作り、実験や課外授業をする先生を別々にする

しか有りません。専門的な先生に担当させて一人一人の負担を軽減するさせ

る。 

外部から人材を登用しても良いし、外部の会社に依頼しても良いでしょう。 

事業３ 私自身、本が大好きで子供の頃から親しんできたので出前授業とか

賛成です。 

 

事業５ いじめは見た目では分からなかったり家庭環境が関係したりとなか

なか難しい問題なので充分に配慮してほしいです。 

 

事業６ 私自身、子供が特別支援学校でお世話になってきたので本当に感謝

しています。一人一人違うので先生達も大変だと思います。 

事業 2:ICT活用・整備 

→リーダー的都市ががあると考えますが目標はどの程度かどこかをモデルと

することを望みます。 

 

事業 3:子供の読書活動 

→ICT活用とのバランス、今後の方向性で電子書籍の活用など視野に入れて

おく必要があると思われます。 

 



事業 5:いじめ・不登校対策 

→まず、現場の現状を十分把握する体制を確立してほしい。 

４：愛知県独自のものとして小 3を 35人学級にするとのこと。学級規模を

小さくすることには大いに賛成します。児童数が少ないことこそ、きめ細か

な教育が可能になる重要な要因だと感じます。毎年、学校で保護者アンケー

トがありますが、いつもこの項目について疑問を感じます。学級規模が大き

くて、「一人一人に応じた学習指導をしているか」と問われても、それは不

可能なことです。 

 

１１：学習指導が増える一方、減ることはありません。今年はコロナ対応で

かなり負担が増えました。教員の残業はありません。毎日 1０時間以上の労

働があったとしても。何がどのように変わるのか、具体的な方策を知りたい

です。 

事業 2 

タブレットをフル活用して、ペーパーレス教育環境を目指してほしい。 

事業 3 

図書館の本を借りるのに、どんな本が面白いか分からず、借りるのが面倒に

なる事がある。子供は意外と忙しく図書館で色んな本を手にとりながら面白

そうな本を選ぶ時間もない。 

図書館のホームページなどで、読んだ人の年代、性別、感想(笑える、泣け

る、面白い、感動する、オススメしたい等)が分かるようにして、今の検索機

能と合わせて年代などでランキングも表示されるようになると、本を読む参

考にしやすいと思う。(貸し出しのランキングはあるが、それでは話題の本が

上位に来るだけで借りて良かったか、自分の好みの話かどうかの判断には使

えない) 

事業 10 11について 

地域との連携という名のもと、責任を保護者につきつけているように思いま

す。 

登校時の旗当番を代表していうと、旗当番が 7時 45分から 8時までありま

すが、子供の集合時間が 7時 55分なので、子どもを１人で留守番させ、集

合時間になると１人で家を出て施錠しないまま登校する家庭もあります。 

他の児童の交通安全の為に、子どもを１人で留守番させたり無施錠で出かけ

なければいけない状況です。 

乳児や幼児がいる家庭は子どもをベビーカーに乗せたり手を繋いで旗当番を

して大変危険です。 

熱中症予防の為として夏場保護者が順に登校につく学校もあるようですが、



その時に熱中症実家に者が出たら引率していた保護者の責任なのでしょう

か。 

保護者にも仕事や家庭があるので、保護者に委ねるのはやめて欲しいです。 

２ コロナの影響で学校に行けない時期もありました。先生たちが器機の活

用に慣れて LIVEができるようにしたり、教材を作っておく必要があるので

はないでしょうか。市販の教材の活用でもすべての児童生徒が同じ情報が得

られるように選んでおく必要があると思います。すべての児童生徒が同じ条

件で教育が受けれるようにしてほしい。 

 

５ いじめを全くなくすことは難しいと思います。個々の感じ方や気持ちの

問題もあると思います。教師や大人がいかに真剣に情熱を持ってあたるかが

重要だと思います。子供の気持ちに寄り添い、何が問題か何が不安かどうし

てほしいか、押しつけでなく子供と真剣に話をしてほしい。 

事業 2 豊田市はみよし市に比べて取り組みが遅いように思います ので迅

速に取り組んでほしい  

 

事業３ 図書館の数を増やしてほしい 交流館にもう少し種類を増やしてほ

しい 

 

事業 9  地域と連携していろいろなことを計画して少しでも子供たちが参

加できる環境を整えてみんなで参加できればいいと思います。たとえば高校

生がリードして小学生が参加するとか！！ 

事業２、事業３・・活字離れも言われている中、オンラインにはオンライン

の良さ、物理的な本には、直接触れる良さがあり、両方を生かせる施策がで

きると良いと思います（難しそうですが・・） 

 

事業８・・単に予算の関係で、長寿命化するのではなく、安全面を第 1に考

慮したうえで実施をお願いします。 

事業 2 

市内の小中学校にタブレットが一人一台導入され、子供達は授業の幅が広が

り楽しく学べています。今後はコンテンツの強化や国内の様々な施設と繋ぎ

リモートで学ぶなど、学びの広がりを期待しています。 

 

事業 11 

学校の先生方の負担も大変なものだと思います。部活動などは外部講師に頼

むなどすると良いと思います。 



事業３ 

学校教育の間に読書に親しむ経験をつめるといいと思います。タブレットの

使用が増えても、読書の機会も大切にして欲しいと思います。 

事業３ 子どもの読書量が年々減っているので、力を入れて取り組んで欲し

いと思います。夏休みの宿題だけでなく、学年ごとに課題図書を取り入れ

て、読んでもらうとか工夫してほしいです。 

 

事業７ 外国人のお子さんも増えてきているようなので、取り残されないよ

う支援をして欲しいです。 

 

事業１０ 今年はコロナのこともあり、従来ならある能楽堂の見学や美術館

でも美術鑑賞もありませんでした。 

オンラインを活用したり、ウイルス対策をしたうえでの見学なども諦めない

で、取り組んで欲しいです。 

2.ITC活用 プログラミング教育が可能な戦力の充実 英語と同様に初めの

機会で興味をがもてる様に外部委託も含めて体制を強化して頂きたい。 

 

11.最近宿題の〇付けも自宅で本人がやっています。先生のコメントが記載

されていない 多忙の為ならもう少し余裕のある仕事環境を考慮して頂きた

い。 

 

3.読書活動 パソコンゲームが中心で自宅で読書する姿は夏休みの宿題の時

ぐらいです。 図書館とか、交流館の利用も含めて、読む楽しさを教えて頂

きたい。 

事業２ 

ICT機器でいつでも、どこでも手軽に学びができる環境を整えることによ

り、幅広い分野で活躍できる人材の育成に繋がると考えます。 

5 いじめ問題は、ニュースになる度に行政と被害者との間にずれがある事が

多いので事業として取り組んでいるといえるだけの施策をお願いしたい 

 

6対象となる子どもが自分で支援を探して申し込んでではなく、支援の手が

いつの間にか届いているような施策をしてほしい 

 

12ものづくりの好きな子だけでなく、興味のない子から目がてるような事

業をどんどんだしてほしい 



事業７：外国人・・・ 

豊田市は海外の人が多く住むようになってきました。 

ＮＰＯやＴＩＡでは日本語の指導をやっています。 

しかし、これは一部の人しか参加していません。 

小中学校の頃から、日本語は勿論ですが、地域のルールマナーと言った事を

教えるのは必須だと思います。 

外国の人と日本人は大きく異なる部分もあります。 

 

事業１１：地域との連携 

これは本当にいい事だと思います。 

地域にはスポーツ等の優秀な成績を収めて来た人が多くおられると思いま

す。 

そういう人達の協力が得られるならすばらしい。 

しかし、誰でも指導者になれる訳ではない。一般的には指導者としての資格

が必要だと思います。 

この事は、十分考えておられると思います。 

事業 5のいじめ・不登校対策事業 

最近では、いじめではなく友人とちょっとしたケンカで学校に行けなくなっ

てしまう子が結構いると聞くし、子供が不登校で親が仕事に行けない状態で

困ってるとも聞くので、親御さんへの支援等の対策も考えていただければ。 

こどもがいないので、あまり参考にならないかもしれませんが。事業５、力

を入れていただきたいです。なくならないいじめに対して、いじめられたり

不登校になってしまった子供が、事実を言い出せないままエスカレートして

しまうことがあると思いますが、そんな子供たちを必ず守るという強い意思

がこどもたちに伝われば、言い出しやすくなるかもしれないし、いじめる側

も少しでも思いとどまるかもしれない、と思います。ちょっと表現が違いま

が、抑止力というか、、、 

事業 3  学校では読書の時間などを設けて少しでも本に親しみを持つよう働

きかけている。しかし本離れはなかなか防げれてないように、思う。子供の

みならず、大人も、本を読む時間をなかなかもてない。中央図書館でいろん

なイベントとかを計画したりして少しでも本に親しみを持てるようになると

いいと思う。 

 

5  いじめ、不登校はいまでは特別なものではなくなった。相談できるとこ

ろをふやし、サポートするひとを充実させる必要があると思う。 

 



6  最近は障害があっても隠すことなくオープンにされているが、周りの家

族などのサポートもおなじようにケアはされる必要があると思う。 

事業 3について 

小学校までは、クラスで図書室へ行き本を借りたり、その本を読んだりする

時間が多く、本に親しめると思いますが、中学校では、図書室に行くことも

ほとんどなくなり、どんな本を読んだら良いのかもわからないと、急激に本

離れが進んでいると思います。中学生にも、もっと本に親しめる情報や環境

を整えて欲しいです。 

 

事業 4について 

現在の小中学校は 1クラスの人数が 30人前後と多く、一斉授業では理解で

きていない生徒がかなり存在し、きめ細かな教育はできていないと思いま

す。もっと少人数学級をどんどん取り入れて欲しいです。 

 

事業 5について 

中学校になると急に不登校が増えていますが、別教室で過ごすと内申点が全

く付かないなど、1か 0かの極端な選択しかないのが現在の状況だと思いま

す。 

別室登校を認めたり、その子に合った学校生活が送れるように、もっと選択

肢を選べるようにして欲しいです。 

事業 2  小中学校でタブレット学習が始まったが、学校だけでなく家庭でも

活用できれば休校中にも対応できて良いと思う。ただ、Wi-Fi環境が全ての

家庭にあるわけではないのでその辺りが改善出来ればと思う。 

 

事業 4  きめ細やかな教育を実現させるには少人数の学級が理想的だと思う

が、現状教員が不足していて無理なような気がする。 

具体的な内容がわからないので、コメントはありません 

事業２と３ 

ICT活用により子どもの表面的な検索能力が向上する中、文献資料、図書に

よりしっかり物事を調べ考えることがより重要になる。まず図書に親しみ、

本を楽しむようようにすることは重要であると思います。本を読む機会をつ

くること、本を検索するスキルの教育が必要と思います。 

事業８ 学校がぼろい。トイレがきれいになるとよい。 

エアコンがついてほしい。弓道場などの部活の整備。耐震。 



事業 12 

ものつくり教育として創意工夫を意識した子供たちへの作品コンクを実施す

るのも良いと思います。 

５，いじめは大変大きな課題ですが、軽度のジョークのレベルは良いと思い

ます。児童が登校拒否になるようでは遺憾と思います。見極めが難しいです

ね。 

 

１２，土地柄、もの造りは大変重要です。スマホでゲームをやる時間をこの

方面に振り向けたいですね。 

 

全般にはよくできた内容とおもいます。 

いかに実施率、達成度を上げるか難しそうです。それぞれが当事者意識をも

って取り組むことが大切ですね。 

1 子供たちだけでなく大人も交えて出来る機会があればいいと思います。 

 

3 読書は、よく読む子は、読んでいるようだけれど 読まない子は、ほと

んど読まないとすごく差があると思うから 何かのきっかけで読むことが出

来るように考えていく事が出来ればと思う。 

どれも、重要案件だと思います。 

3.最近は読書の機会が減少しているように思えます。紙でなくても良いので

機会を増すべき。ゲームから脱却です。 

 

5,大きな課題ですね。どのようにすべきか悩ましい。どこかの地区である該

当児童のみの学校も必要ではないか？ 

 

8,８０年とありますが少し長すぎませんか？原発でも５０年ですが？ 

 

見逃しかもしれませんが国際社会との繋がりに関してももっと推進すべきと

思います。 

3読書活動推進について。子供の頃から本で調べる習慣を身につけたほう

が、大人になってからも役立つと考えます。また、ネット社会になってきて

いますが、ネットには間違った情報が載っている場合も多く、本で調べる方

が正確だと教えていきたいです。 

ＩＣＴ活用・整備推進事業について 

 自身の子育てはズート前に終わっていて最近の情報を全然しりませんでし

たが最近山村の小学校を訪れる機会がありそこで全生徒がタブレット端末を



もっていること。それを使って学習だけでなく保護者への連絡やコロナの為

見てもらえない行事を映像を入れて発信していること等を知りスゴイナーと

感心しました。ありきたりな言いようではありますが未来の為に教育行政に

は手厚くと心から願います。 

事業６ 

私の子どもの小さいころとはいろいろと変わってきているのだろうと思いま

すが、特別な支援の必要な子どもの親に、選択肢を提示してあげてほしいと

思います。普通に高校を卒業するころには、このコースをたどるとこんな感

じになるという道を示してあげてほしい。障害のある子どもをもってしまっ

た親は将来への展望について戸惑います。 

 

事業１０ 

交流館活動に子どもの意見を生かしていくといいのかなと思います 

 

事業１１ 

部活動で子どもとかかわりたい教員もいると思います。物理的な（移動、準

備、保護者との連絡など）支援を地域の人ができると教員の負担が軽くなる

のかと考えます。 

事業 3→子どもたちに本の楽しさを知ってもらうために、学校の図書室の司

書ができることを増やすといいと思う（先生たちの補助的な立場ではなく

て）。 

 

事業 5→不登校になった子どもたちの居場所の選択肢を増やしてほしい。子

どもは家庭の他にも居場所が必要だと思う。 

1.学校ごとに創意工夫では格差が生じるように感じます。統一された指針で

深い学びができると良いと思います。 

事業３について 

子どもの読書活動推進というタイトルを見て、直感的に物語に親しむ内容か

と思ったが、調べ学習が上手く行えるためということだったので驚いた。 

課題解決型の読み方と純粋に本を読むことを楽しむのは、違う。目的を達成

するためだけの読み方だと、長編小説は読めなくなってしまう。 

その辺り、分けて指導の時間が必要だと思う。 

 

事業７ 

日本語指導への関心はあるが、ポルトガル語、スペイン語、中国語などの外



国語が話せないと正式な指導員として仕事には携われないようなので、もう

少し資格のハードルを下げてほしい 

2.ICT活用・整備事業 

外国に比べ特に日本が遅れていると感じており優秀な人材を確保するために

も小学校から ICT活用による教育が大いに必要と思います。 

 

3.子どもの読書活動推進事業 

近頃の小学生は本をあまり読まなくなったと感じます。 

ゲームに夢中になりこれからのことが危惧されます。 

本を読み自分自身で感じた事、考えさせられた事等本から吸収してこれから

の自分の人生に役立てて欲しいと思います。 

事業 5   今時のいじめはネット上など、教師や保護者の目の届かないところ

で行われることが多くなっていると思う。この現状を踏まえた指導ができる

人材の育成をして欲しい。また、子どもが SOSを出しやすいように、各学

校に相談員が常駐出来ると良いと思う。 

 

事業 11   教員の多忙化解消は喫緊の課題だと思う。ブラック職業と言わ

れ、教員のなり手が減っていることは学校教育の質の低下を招くので早期に

改善して欲しい。ただ、安易に地域講師を招き入れるのも考えものだ。シッ

ターによる性的暴行やコーチによる暴力などの事件が多発しているので、犯

罪歴の確認や研修制度、資格などを使って子どもたちの安全を守って欲し

い。 

誰もが安心して自分らしく学べる場が確保され多様な市民一人ひとりが自ら

学び地域と共に育ち合う教育が実現されることを望みます。 

 

「生涯にわたって自ら楽しく学び育ち続ける人（自立）」 

「互いに認め合い助け合いながら、共働によるまちづくりに取り組む人（共

働）」が大切だと思います。 

 

(仮)WE LOVE とよたっ子推進事業に期待しています。 

 

生涯学習分野で推進する事業も進めてほしいです。 

いじめ不登校について。速やかに対策をとり、一人でも多くの子供たちが傷

つかないようにして欲しい 

ＩＣＴ活用・整備推進事業は見切り発車家庭への負担が大きい。一番始めに

配られた資料には保証のことがかかれておらず、不安に感じていたが案の定



各家庭判断。勝手に市が決定したタブレットへの保険加入がない場合の弁済

は納得いかない。 

 

豊田市独自の少人数学級は大変よいが、補助に入る人が誰でもいいわけでは

ない。子供に寄り添える人選を望みます。 

 

地域との連携等による教職員多忙化解消推進事業、部活を体験できなかった

子供は世帯収入による格差が生まれる。先生の負担を軽減したのなら、先生

から部活分の給料を減らして子供たちに平等に部活を体験させてあげてほし

い 

１、２ 

 いまどきの事で、すべて対話的とはいかないので、バランスよく ICTの活

用をしながら主体的に思考でき行動につなげることができるような人材を育

てなければならない。 

 

５ 

 子供たちにとって、学校が安心できる場所である事は必須の条件であり、

第一にこの環境を整備しなければ目指す人物像を望む以前の問題である。 

事業２ ：ＩＣＴ活用・整備推進事業 

どんどん取り入れて先進の教育を構築し、豊田市の特色を出していくべき。

端末の貸与なども始まり、それを最大限活かせるようこれまでの慣例に囚わ

れず思い切った施策をうってほしい。ものづくりの街として、子供の頃から

先進技術に触れ、底上げを図っていってほしい。 

 

事業３ ：子どもの読書活動推進事業 

中央図書館、各交流館で潤沢な図書を借りることができ、とても充実した読

書環境にあると思う。読書習慣を育み、環境を活用して知識を深めることに

繋げていただきたい。 

事業 3 

日本の国の成り立ちを知るために神話を低学年の時に読む機会を与えること

が必要です。  

 

事業 12 

中学一年生には できるだけ多くの工場見学をさせることで 自分が目指す

目標が持てる可能性が芽生えるかも知れませんよ。 



事業 11について。 

先生方の負担を本来の業務に特化したものに戻してほしい。 

フッ素洗口や度々の身体測定などは、本来教員の仕事ではないと思います。

フッ素は使いたい家庭では家庭で使えばよく、身体測定など年に１度で十分

ではないでしょうか。 

部活も希望者のみ有料で行えばよい。 

事業 11に対してですが、教職員の多忙が外部の人にはわかりにくいと思い

ます。夏休み、冬休み、春休みと休みがあるのに何がそんなに多忙なのか？

とよく聞きます。もっと教職員の多忙さを外部の人に理解してもらうように

しないと地域との連携は上手くいかないように思います。部活動などは教職

員ではなく外部から人を募集して指導してもらう方がいいと思います。経験

のない先生が教えると子ども達が馬鹿にする事もあり先生の立場も無くなり

ます。大学生などアルバイトとして賃金を支払う形で募集できたら理想的で

す。 

 

事業 6に対してですが、教職員だけでは手が足りないのは外から見ていても

理解できます。サポートに教員免許がない人でもお手伝いできるような形に

なるといいのではないかと思います。 

 

事業 5に対してですが、いじめ、不登校は大変大事な問題だと思います。親

が先生を頼りにしてしまうのは当たり前ですが、先生にも余裕がなければ見

落としてしまったり、子どもに寄り添う事が出来ないと思います。教職員の

多忙がまず無くならないと、先生が潰れてしまうと思います。多忙を解決し

ない限りいじめを解決する所まで辿りつけないと思います。 

事業 1 日本の教育は詰め込みになりがちなため、主体性を持たせるための取

組みはとても良いと思う 

事業２：ICTのスキルだけ身につける様にならないといいと思います。 

 

事業８：バリアフリーや耐震だけでなく、閉鎖感のない明るく広さのある建

物にして欲しいです。 

事業 4 

子供一人ひとりに目が行き届く少人数学級は進めてほしいです 

事業 2について、現状の教育関係者の情報リテラシーでどこまでこれが実現

できるか疑問。作る側の責任はもちろんだが、使う側の責任についても深く

考える必要があると思われる。 

 



事業 4について、きめ細かな教育をするには教員自身の能力の向上や良質な

人格が強く求められると考える。その為にはある種の閉鎖的空間である学校

という特殊な枠組みの中での他民間企業では考えられない様なヌルい風土自

体を変えていく必要があると思われる。 

 

事業 6について、本当に障害児と健常児が”共に同じ空間で同じ陽に学び”を

することは幸せなことなのだろうか常々疑問に思っている。無理な譲歩はそ

の子供達が持つポテンシャルを低下させてしまうだけではないだろうか。思

いやりが重いやりになってしまっては本末転倒ではないだろうか。 

事業４ 

少人数学級になるメリットを最大限発揮できる学習環境を構築してほしい。 

 

事業１２ 

ものづくりを体験できる機会は少なくなってきているので積極的に取り組ん

でほしい。 

3 

読書の推進はとてもいいと思います！コロナで外出や人との交流があまりで

きない中で、本から学ぶことは多いと思う。 

事業 2について、これからの世の中、ＩＴ関連の知識は不可欠であり積極的

に推進すべき。 

2.市内の小・中学校にタブレットを貸し出すこと。 

緊急事態宣言を受けてからの取り組みの速さに、感心しました 

事業 3,4,9 

期待しています 

事業 9 

『豊田市が好きだ！』と自信を持って言える児童を育てることが未来につな

がる 

事業 9、11、12 

先日、子どもが小学校に消防士さんが来て話をしてくれ、消防車のはしごが

伸びるところを見たと楽しそうに話していました。 

実際に見て、触れて、体験して、作ったりした授業が増えるといいなと思い

ます。 

その為にも、先生方の仕事で省けるところは省いて、授業内容が充実すると

いいと思います。 

3 

本の種類をたくさん揃えて借りやすいようにしたい 



事業５ ：いじめ･不登校対策事業 

実効性のある取組みをお願い致します。 

事なかれ主義で、学校等信頼しきれなかった経験 

 

事業８ ：学校施設長寿命化改修事業 

構造躯体、仕上げ、設備共、長寿命化にはメンテナンス費用が結構かかるの

で維持管理・保全をコンディションベースで効率よく費用対効果のある計画

をお願いいたします。 

事業 5：いじめ･不登校の無い豊田市にしてほしいと思います。 

事業 2:ICTの活用についてはとても賛成です。特に現在のタブレット端末配

布については、今後の子供たちには必要な物となると思っております。 

 

事業 3:読書は、必要と思います。今の時代インターネットで全て調べる事が

できますが、文字で見て探す行為が、子供達の想像力がつくことと思いま

す。 

 

事業 8:学校での授業が過ごしやすくなるように願っています。昔と比べてと

ても暑くなっておりエアコンは必要と思います。 

このまますすすめてほしいです。 

全体に言えることだが、全く具体的に何をするのか、どういうことを目指す

のかが見えてこない。 

これについて意見を、と言われても困る。 

前回も述べたが、eモニターアンケート、ちょっと手を抜きすぎではない

か。リンク資料のどちらかはもっと踏み込んだ内容のものにするべきでは。 

同時に来た水の備蓄のアンケートは具体的な質問もあり、内容もわかりやす

く、答えやすかった。これが eモニターのあるべき姿では。 

2019年までのアンケートはとても答えやすくて、読んでいても興味を引く

ものが多かっただけに、ここ最近の eモニターの劣化ぶりは本当に残念であ

る。 

それでも意見を述べるなら。 

 

事業 3について。豊田市中央図書館の役割が全くわからない。 

 

事業 8について。学校の統廃合も含めて考えるべき。 

 

事業 9。人の出入りが多い豊田市で、郷土意識を高める教育ができるのか甚



だ疑問。むしろ車とかスポーツとかアイデンティティを高められる、豊田市

の特色を前面に打ち出すべき。 

事業 4、小学校で教科担任制が始まるようですが、行事も学年で行ってばか

りで、クラスの団結、絆を深める機会が乏しいように思います。学年の繋が

りがあることで、クラスからの逃げ道にもなり救われる場合もあると思いま

すが、もっとクラスでじっくり取り組む機会があると良いと思います。その

時、子どもをきめ細かくサポートする為に充実した教育の配置があると良い

と思います。 

事業 5…いじめ、不登校の低年齢化をすごく感じます。 

子ども園、幼稚園をどのように過ごして人（友達）と関わるかで小学校生活

が決まるように思えますのでこども園、幼稚園でしっかり足場を作り上げて

行けるように出来ると嬉しい、１つの安心に繋がるように思えます。 

人生 100年時代にふさわしい教育事業を希望します 

事業５：いじめ･不登校対策事業…親身になって話をきいてあげてくださ

い。 

事業 3 

小さい頃(乳幼児から)本の読み聞かせなどの、機会を支援センターや子育て

の場でもっと行って欲しい。 

 

事業 9 

子供が産まれ育った豊田市に愛着をもてるようになれば良いと思う。 

事業 5  教師は逃げるな 

事業 3 

子供の頃から読書の習慣をつけるのはとてもいいことだと思います。 

3.学校の授業で読書をする時間があれば良いと思う 

財源はどうするのか？ 

多様性、基本的人権、などを全体に加えてほしい 

事業 3について 

子供の小学校で図書ボランティアをしており、その活動を通じて感じた事

は、子供の時にたくさんのいい本に触れ合う機会を与えたいと言うことで

す。落ち着いて本の世界を想像する時間は貴重な時間です。読み聞かせのボ

ランティアも不足していて、回数が少なくなっているのですが、保護者だけ

でなく地域の方でも出来る方がいたらお願いしたいです。 

図書室の本がキレイに整頓して並べてあると探すのが楽になるし、本の修理

がしてあると大事に使おうと思います。本は大事に長く使い多くの生徒に読



んでもらいたいです。図書ボランティアの活動は楽しいし続けていきたいで

す。 

事業 4 きめ細やかな教育推進事業 

教育は基本が分かっていないと応用問題が出来ず、１度分からなくなってし

まうとその教科に苦手意識を持ってしまい、嫌いへとつながってしまうと思

います。 

是非これからも少人数制を取り入れていただき、分かる喜びを感じられる経

験ができるようにしていただきたいです。 

2-ICTが導入され、子供たちがつかうようになりました。個別に、能力に応

じた指導ができる反面、学力に差がでないのか、心配だ。それぞれの科目に

おうじて、また、指導者によって、活用のさができないように、研修など、

徹底していく必要だ。 

 

３ー子供だけでなく、本に触れ合う機会が少ない昨今、物語を読んだり、図

鑑などを身近に感じれるように小学生からできればいいと思う。読み聞かせ

などの体験を増やしてい、興味をもてるような、取り組みがよい。 

事業 5    学校内のことは教師が責任を持つ 

事業７ 

豊田市は外国人が多いため特に重要だと思います。子供の両親が日本語があ

まり上手では無くても、子供が日本語を話せると両親も地域と係わりやすく

なると思います。 

 

事業２ 

ＩＣＴは今後更に重要になると思います。両親がＩＣＴを使いこなせない場

合が多いので、教育現場でしっかり教えていかないといけないと思います。 

 

事業３ 

読書の機会は親世代も減っていて、子供世代はスマホなどの普及で更に減っ

ています。教育現場で読書の機会を増やしてくれると親世代も助かります。 

事業１について 

子どもたちが自分で考え自主的に行動できる力を身につけることは大事だと

思いました。 

 

事業 3について 

デジタル化が進んでいる時代に本というアナログなものから受ける感覚も大

事だと思いました。 



 

事業 2について 

授業でもプログラミングがあるようになると聞きました。 

企業でも人材が不足しているようなので子どものころからの教育は大事だと

思いました。 

豊田市の図書館は英語学習の本はいっぱいあるけど、中国語学習の本は少な

くて、今後もっと入れて欲しい 

6について 

企業の人などを講師に招いたりして、将来に繋がる勉強のカリキュラムを充

実させたらいいと思う。 

国際人材育成には英語教育大変重要であり、もっと力入れて欲しい 

事業１ ：「主体的･対話的で深い学び」推進事業について、多いに賛成で

す。昨今の若者は受動的な姿勢が目立ちます。もっと主体的に考え、行動で

きるようになる事が社会的に求められると思います。また、他者と対話して

コミュニケーションする事で理解し会える関係性が築けるため、重要だと思

います。 

 

事業 2 ICT活用・整備推進事業についての意見。 

ICT機器を活用した「主体的・対話的で深い学び」を推進するため、 教員の

ICT活用指導力の向上や学習スタイルの構築及び ICT環境 の整備を実施し

ます。との説明ですが、ICT活用と子供の主体性の教育が結びつきません。

ICTの活用は、逆に主体性が鈍る可能性もある様に思われます。慎重な対応

に期待します。 

3 

学校の図書館、地域の図書館の利用機会を増やすため授業時間に読書をする

時間を取る 

２ インターネット社会はこれからもどんどん進んでいくと思うので、学校

でもタブレット導入、コンピューター機器の活用の場を増やすといいと思

う。 

事業２ 

時代に沿った方針でとてもよい。うちの子供もタブレット授業がはじまり、

ありがたい。最近の新入社員はパソコンが使えないというが、そういったと

ころをちゃんと教育してくれるのはうれしい。 

 



事業５ 

うちの子供も不登校がちで心配している。最近のいじめに関しても複雑化さ

れていて難しいらしい。ぜひ注力してほしい！ 

事業１ 

これは、大人になってから苦労するので、小さいうちから、授業等で指導し

て、定着化できればいいかなと思う。  

多様な市民は日本人だけでなく、外国人も含まれる。事業７で外国人の児童

の教育を行うのは良いことだが、外国人の大人にも教育していき、市民とし

ての自覚を育成することが大切です。豊田市には、多くの外国人が生活して

いるので、その人たちへの教育をとりあげてほしい。 

事業２：「パソコンの授業」、「電子黒板を使う授業」と ICTを積極的に学

び、慣れることもよいが ICTはツールであり、それを使うことが目的ではな

い 

図書館へ行ったらパソコンで検索できるとか、学校での出来事を発信するホ

ームページを児童、生徒が毎日作るとか、普段の中に自然と溶け込ませるこ

とが必要に思う 

 

事業３：読書は文章の書き方を覚え、漢字を覚え、想像力を養うと思う、図

書館の所蔵をどんどん更新して積極的に推進してほしい 

 

事業１１：部活動は外部に任せていいと思う。 

1 素晴らしい 

事業 11 

教員は一般的な企業で新入社員が受けるような基本的な問題解決手法を学ぶ

機会がないので、人によって能力レベルのばらつきが大きいと感じていま

す。また一度教員になったら生涯その立場が保障されており、自分から成長

しようと思わなくても何とかなってしまうのも問題です。一般的な企業に修

行的な意味で一定期間働いてみる機会を与えることを検討して欲しいです。 

事業３ 

小学校読み聞かせボランティアを８年やっています。私は、大人からの熱い

押し付けではなく、本嫌いの子が少しでも『本って面白いんだな。図書室や

本屋に行ってみようかな』と思ってくれたらいいな～と楽な雰囲気で面白い

本や怖い本たまに真面目な本を読むので子ども達に好評なようです。コロナ

で読み聞かせも中止中ですが、再開するのを大人も子どもも楽しみにしてい

ます。市の学校図書費減額で授業で必要な図書購入優先になってまうので、

PTAバザー売上で子ども達に人気の本をたくさん購入しています。 



事業 2と 11 ICTを活用して先生方の業務負担を減らす事も大切だと思いま

す。結果的に子どもも学びを向上させるのに繋がっていくと思います。 

 

事業 3 感染症対策の一環で小学校で図書館を利用する時間が限られ、本を借

りてこなくなりました。ICT事業とも重なりますが、将来的には電子書籍等

も検討していただけると良いかと思います。 

３ 今はどこの学校も行っているのかもしれませんが、読書タイムを設け

る。その時読む本は、まず本に親しむ観点から、マンガも OKにする。現在

は難しいですが、まず、図書館に足を運んでもらうために数多くのイベント

開催。 

 

４，５ とにかく、先生は忙しい。少人数制にしても仕事量がすごく少なく

なるわけではない。担任がしなくてもいい仕事、今だと消毒やら、部活道に

しろ…外部に委託できる事は委託し、先生が生徒と向き合える時間を増や

す。授業中しか会話をするのではなく、放課中に一緒に遊べる位の余裕が欲

しい。生徒の言葉をじっくり聞く時間を増やしていくことが大事だと思いま

す。各学校に 1人ずつの常駐のスクールカウンセラーの配置。いつでも同じ

人が相談相手になれるように。 

 

７ 現在も行ってる事業か分かりませんが、以前弥富市がやっていた、外国

人児童を支援する補助員の配置。授業中もそばで通訳をしたり、親への支援

でお便りを母国語で作成したり。月に何回かでも良いので、市役所とかの公

務員の方で、外国語が話せる方を学校に出張させても良いと思います。 

事業 6 

推進していく為にはまず、教育現場にいる先生達が障害を理解する必要があ

ると思います。 

ちゃんと福祉に関して知識のある人に勉強会を開いてもらい、先生達がわか

らないとニーズに合った教育は進めていけれません。 

事業 3について、読書感想文や感想画。クラスみんなで表現劇にする。グル

ープに別れてタブレットで実写映画をとってみる。図鑑からお話を作ってみ

る。朗読する。等どうでしょうか。 

 

事業 11準備や補助、雑用をお願いできるパートを雇うのが一番てっとり早

いと思いますが、お金の問題ですよね。逆に専門家にお願いするのもいいで

すよね。例えば娘の小学校では、習字の練習は地域の書道の先生に指導を手

伝ってもらっているようです。もっとボランティアが入る機会が多くてもい



いのだと思います。 

 

事業 8について、避難所でもあるのでそれを踏まえた設計であるべきだと思

います。それ以前に、学びの場であり生活の場なので、よりよい環境を整え

てあげたいと思います。 

3:読書はたくさんすべき 

 

5:匿名のサイトでの誹謗中傷とか学校側にもちゃんと話を聞いて対処して頂

きたい。 

 

7:外国の子供とも生活環境を共有しながら価値観の違いなど色んな意味で差

別ない生活を学んで欲しい 

10 

知らない人ばかりの地域だと何かあったときに助けを求めたりしにくいため 

地域の人との交流があれば安心して学校に通いやすいため交流の場があるの

はいいことだと思います 

5不登校の子でも相談室、保健室登校など学校に行きやすい環境作りは大事

だと思いました 

事業２、事業３ 

ICTを活用して不登校生徒などへの支援があったらいいと思う。 

どうしても周りと協調が取れず、いじめにあう可能性の高い子に向いている

と思う。 

そういった子に、ICTについての知識を得てもらい将来に繋げてもらうとい

い。 

事業 12 

小学生を対象に、とあるが、小学生だけでなく中学生も対象にしたらどうだ

ろうか？ 

学校カリキュラムの中で関連付けたものづくり体験やサポーターがつくのは

とても良いと思います。 

なにより体験させることは重要 

10 

私は運営する側ではなく参加をしています。 

小中学校にそれぞれ子供がいるため参加をしています。 

共同本部を設けることは先生の負担を減らすためにいいことだとは思います

が…そこにスタッフで参加してる人はここ何年か同じ人です。それをやって

もらえるのは有りがたいですが政治と一緒でなぁなぁになる部分もないでし



ょうか？ 

スタッフの透明性も必要な気がします。 

事業 1が一番重要と思いました。 

個人個人にあった選択肢のある方法で、他種多用な指導者や方法を取り入れ

ていき、子供達が学びの楽しさを見つけて欲しいです。 

それぞれの重点目標は良いと思うので、その説明のように、進めていって、

未来を担う子供の教育をきちんとしていただきたいと思います。 

事業 3 

タブレットが 1人一台になった教育現場において、さらに本から遠ざかる環

境になっているようで、とても残念です。図書館にも ICTを導入し、子供の

本離れを食い止めてほしい。 

 

事業 4 

きめ細やかな教育には、１クラスの人数を減らす、または担任を複数にする

など、子供に対しての教育者の数を増やしてほしい。 

 


