第３回島根県教育課程審議会議事録
平成２３年６月１日（水）
１３：３０〜１６：３０
島根県教育センター
○教育監挨拶
第３回島根県教育課程審議会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員の皆様には、御多忙の中をお出かけいただきまして誠にありがとうございます。平素は、本県の
学校教育につきまして格別の御支援、御協力を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、この度の学習指導要領の改訂に伴い、本県の入学者選抜の在り方を検証するということで、昨
年度９月に島根県立高等学校入学者選抜についての諮問をさせていただき、委員の皆様からの御質問や
御意見を頂いたところでございます。
その後、第２回審議会でのご審議を経て、改善の方向性をまとめてまいりました。
本日の第３回審議会におきましては、具体的な答申文案について、委員の皆様からの御意見を頂きた
いと考えております。
高等学校入学者選抜につきましては中学校教育及び高等学校教育に大きな影響を及ぼすものであり、
また、県民の大きな関心事でもあります。
委員の皆様におかれましては、十分に御審議いただき、本県の入学者選抜がより適切なものとなるよ
うお願い申し上げまして、御挨拶といたします。
○ 協議
会長

資 料を ご確 認く ださ い。 最初 に資 料１

平 成２ ３年 度入 学者選 抜の 概況 につ いて 事務

局か ら説明 をお願 いし ます。
事 務局

平 成２ ３年 度入 学者 選抜 の概 況に つい て説 明し ます 。ま ず、昨 年度 との 変更 点を 申し
上 げま す。 推薦 入学 につ いて 、矢 上高 校が 普通 科も 含め た全学 科に 拡大 、隠 岐島 前高
校 が募 集人 員を ２０ ％に 拡大 、宍 道高 校が ３０ ％に 縮小 しまし た。 一般 入学 の傾 斜配
点 につ いて 、松 江工 業高 校が 数学 での 傾斜 配点 を取 り止 めまし た。 個人 調査 報告 書と
学 力検 査の 比率 です が、 出雲 高校 、浜 田高 校の ２校 が、 ４０： ６０ へ、 出雲 農林 高校
が ６０ ：４ ０へ 変更 しま した 。ス ポー ツ特 別推 薦、 文化 特別推 薦に つい ては 、若 干実
施校 、競技 種目の 変更 があり ました 。
続い て、 推薦 入学 の学 校別 志願 者数 、合 格内 定者数 です 。県 内全 体で １２ ４５名 の募
集 枠に 対し て志 願者 は７ ８０ 名、 合格 内定 者は ７４ １名 でした 。志 願者 が募 集枠 に達
し たの は１ ２学 科で す。 スポ ーツ 特別 選抜 につ いて は、 ３０名 の志 願者 に対 して 、合
格 内定 者３ ０名 でし た。 志願 者が ４名 の募 集枠 に達 した のは、 男子 バス ケッ ト、 女子
カヌ ー、女子剣 道です 。文化特 別推薦 につ いては ３名の 志願 者しか ありま せんで した。
次に 一般 選抜 につ いて 、県 内全 体で 第１ 志望 者５６ ３１ 名の 内、 ５２ １２ 名が第 １志
望 校に 合格 、第 ２志 望校 で選 考対 象に なっ た６ １名 の内 、４８ 名が 合格 、合 計の 合格
者 数は ５２ ６０ 名で した 。そ のう ち、 県外 から の生 徒は ８３名 、そ のう ち４ ８名 が身
元引 受人に よる出 願で した。

会長

特別 ご質問 があれ ばお 願いし ます。
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委員
会長

−

質問な し

−

資 料２ の答 申案 につ きま して 一項 目ず つ審 議し ます 。一 項目ず つ事 務局 より 説明 をい
た だき なが ら審 議を 進め てい きま す。 まず 、１

推 薦入 学等（ １） 〜（ ４） につ いて

です 。
事 務局

（ １） 推薦 入学 につ いて 、現 在は 入学 定員 の５ ０％ 程度 を上限 とし て各 学校 が募 集人
員 を定 めて おり 、そ の上 限を 超え る場 合は 県教 育委 員会 と協議 する とな って いま す。
今 まで の審 議の 中で 、募 集枠 の大 きさ が中 学生 の学 習意 欲の低 下に つな がっ てい るの
で はな いか 、一 般選 抜の 募集 枠が 狭ま って いる 等の ご意 見をい ただ きま した 。ま た中
学 校側 から は募 集枠 縮小 の要 望が でて いま す。 一方 で各 高校の 特色 に応 じて 推薦 枠も
幅 をも たせ てほ しい とい う意 見も あり まし た。 答申 とし ては、 募集 枠を 現行 の５ ０％
か ら縮 小す ると いう 方向 でま とめ てい ます 。た だし 、体 育科に つい ては その 特色 から
現 行の まま の募 集枠 とし てい ます 。ま た、 求め る生 徒像 につい て明 確に して ほし いと
いう ご意見 もあり 、答 申案に 盛り込 んでい ます 。
（ ２） スポ ーツ 特別 選抜 につ いて 、現 在は 県内 中学 校卒 業見込 みの 生徒 を対 象に 実施
し てい ます 。し かし 、募 集枠 を余 して いる 競技 もあ り、 離島・ 中山 間地 域の 高校 では
積 極的 に県 外か ら生 徒を 募集 して いる とい う状 況も あり ますの で、 答申 案と して は県
外中 学校卒 業予定 者ま で拡大 するこ とも考 えら れると してい ます 。
（ ３） 文化 特別 推薦 につ いて 、文 化活 動の 推進 を目 的と して平 成１ ７年 度か ら実 施し
て いま すが 、平 成２ ３年 度入 試で は志 願者 数は ３名 にと どまり 、ま た文 化活 動に 優れ
た 生徒 は一 般の 推薦 入学 で入 学す るこ とも 可能 とい う事 情もあ りま すの で、 答申 案と
し ては 廃止 する 方向 でま とめ てい ます 。な お、 平成 ２３ 年度に 文化 特別 推薦 を実 施し
た 学校 のう ち、 一般 の推 薦入 学を 実施 して いな いの は、 浜田高 校、 益田 高校 の２ 校で
すが 、どち らも近 年の 志願者 数は１ 、２名 です 。
（ ４） 中高 一貫 教育 校の 特別 選抜 につ いて 、現 在は ２校 で実施 して いま すが 、学 力検
査 を行 わな い簡 便な 選抜 方法 が中 学生 の学 習意 欲の 低下 につな がっ てい るの では ない
か とい うご 指摘 もあ りま した 。し かし 、こ の中 高一 貫教 育の趣 旨は 大切 であ ると いう
ご 意見 をい ただ き、 答申 案と して も今 後と も継 続と して います 。吉 賀高 校、 飯南 高校
と もに 学校 の魅 力化 を図 って いま すが 、中 高一 貫教 育は その柱 とな るも のと 捉え てい
ます 。

会長

も う一 度確 認し てお きま すが 、推 薦入 学に つい ては 、学 力検査 では 評価 でき ない 生徒
の 多様 性を 見て いく とい う評 価の もと に導 入さ れて いま すが、 ５０ ％程 度と いう 枠が
大 きす ぎる とい うこ とで 、中 学生 の学 習意 欲の 低下 につ ながっ てい るか もし れな いと
い う不 安や 一般 選抜 を受 ける 生徒 にと って は枠 が狭 まる という こと を根 拠と して 、縮
小 の方 向を 打ち 出し てい ます 。但 し大 社高 校体 育科 につ いては 現状 維持 です 。も う１
点 、出 願条 件に つい て求 める 生徒 像を 明確 にす るた めに 基準を 工夫 する とい うこ とも
挙げ られて います 。
二 番目 のス ポー ツ特 別推 薦に つい ては 、今 後も 継続 して 実施し 、出 願資 格を 県外 まで
広げ るとい う方向 で意 見が集 約され ていま す。
三 番目 の文 化特 別推 薦に つい ては 、導 入時 は意 味の ある 制度だ った けれ ども 、今 年度
志 願者 が３ 名で あり 、志 願者 が年 々減 って いる とい うこ とで、 必要 性は 低い と考 え、
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制度 として は廃止 する 方向で す。
四 番目 の中 高一 貫教 育校 の特 別選 抜に つい ては 、学 力検 査を実 施し ない こと によ る学
習 意欲 の低 下が 指摘 され てい ます が、 今後 の島 根県 の中 高一貫 教育 の研 究の ため にも
必要 であり 、今後 も継 続しな がら検 討する とい う答申 になっ てい ます。
以 上、 質問 をど こか らで も結 構で すの でお 願い しま す。 修正す べき 点は 修正 して より
よい 答申を 作りた いと 思いま すので 、忌憚 のな いご意 見をお 願い します 。
委員

推 薦入 学の ５０ ％枠 のと ころ です が、 ＰＴ Ａと して も最 大でも ５０ ％で あり 、一 般選
抜 の枠 を小 さく しな いで ほし いと 申し 上げ まし た。 ただ 、入学 定員 は今 後の 子ど もの
人 数と 関係 があ り、 今年 度も ２ク ラス 分減 った 訳で すが 、今後 も推 薦入 学は 子ど もの
人 数に 合わ せて 変わ って いく のか どう か、 パー セン テー ジで枠 を示 す形 でい くの かを
伺い たいと 思いま す。

会長

少子 化の影 響が学 校の 入学定 員の根 拠の一 つに なるか という こと です。

事 務局

入 学定 員は 各学 校学 科別 に９ 月に 県教 育委 員会 が定 めて 発表し ます が、 現在 、定 員を
満 たし てい る学 校は 少な いと いう 現状 です 。入 学者 選抜 も倍率 が１ 倍を 切る 状況 で、
非 常に 緩い 感じ とな って いま す。 推薦 入学 も定 員の ５０ ％とい う場 合と 実際 の入 学者
の中 での割 合とで は印 象が違 うとい うご指 摘か と思い ます。

委員

そ れも あり ます が、 今年 も入 学し た子 ども の数 は定 員か ら見る とま だ枠 に余 裕が ある
と いう こと です が、 毎年 子ど もた ちの 数を 見て 、つ まり 人口動 態に 合わ せて 推薦 入学
のパ ーセン テージ や入 学定員 を変え ていか れる のかと いうこ とで す。

委員

そ れに つい ては 、こ れで 数字 を動 かさ ない とい うこ とで はなく 、中 学校 卒業 生の 数は
１０ 年先ま で分か りま すので、先を 見な がら計 画を 進めて いく必 要があ ると思 いま す。
先 ほど 私が 言い たか った のは 、定 員満 杯の 状態 の５ ０％ と入学 者の ５０ ％で は違 うと
い うこ とで す。 入学 者の 数で 見る と、 学校 によ って は推 薦入学 者の 方が 多い とい う現
状も あると いうこ とで す。

会長

ご意 見は基 本的に は縮 小には 賛成と いうこ とで すね。

委員

私 立高 校へ 行く 生徒 の数 のデ ータ はも って いま せん が、 今年は その 人数 が多 かっ たよ
う な印 象を 持っ てい ます 。そ こで 県立 高校 への 入学 者数 の減少 は、 全体 の生 徒数 の減
少 によ るも のか 、私 立高 校へ 行く 生徒 が増 加し たた めの 減少か 、県 教委 で傾 向を 掴ん
で おら れた ら伺 いた いと 思い ます 。ま た、 県外 から の生 徒の合 格が 増え てい ます が、
こ れは 積極 的な 県外 生徒 の募 集に よる 効果 なの か、 一家 転住等 によ るも のか 伺い たい
と思 います 。

事 務局

毎 年、 私立 高校 と公 立高 校の 入学 定員 は同 じ時 期に 発表 してお りま す。 私立 高校 も公
立 高校 と同 じよ うに 、中 学校 卒業 生の 数に よっ て定 員を 調整し てい ると いう 現状 があ
り ます 。私 立高 校へ の入 学者 が増 加し てい るか とい うデ ータに つい ては 、今 持っ てい
ま せん 。ま た、 県外 から の入 学に つい ては 、少 子化 の進 行のた め県 教委 とし ても 離島
・ 中山 間地 域の 高校 にお いて 積極 的に 県外 から の募 集を してお り、 ホー ムペ ージ に載
せ たり 説明 会を 開い たり して いま す。 その 影響 もあ って 、東京 、大 阪等 遠隔 地か らの
入学 が増え ていま す。

会長

資 料に よる と県 外か らの 生徒 の合 格は 、広 報が うま くい って３ ０名 ぐら い増 えて いま
す。 県外か らの生 徒の 出願に ついて は後ほ どま た話題 となり ます 。
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委員

基 本的 に検 討し てき た結 果の 集約 なの で異 論は あり ませ んが、 推薦 入学 につ いて の現
行 のや り方 、つ まり 募集 枠を 上限 ５０ ％と して いて も、 協議の 結果 、募 集人 員を 増や
して います が、今 後も 運用上 そのよ うなこ とを 行うこ とが前 提で しょう か。

事 務局

協議 の機会 につい ては 今まで どおり 行おう と思 ってお ります 。

会長

ほか にどう でしょ うか 。

委員

（３）文化 特別推 薦に ついて ですが 、制 度とし ては廃 止とい う方 向とい うこと です ね。
そ れに つい ては 、志 願者 数が 少な い現 状で はい たし かた ないと 思い ます が、 今、 島根
県 では ふる さと 教育 をす すめ てい ます 。例 えば 浜田 商業 高校の 郷土 芸能 、神 楽の よう
に、 地域の 中から 育て ていく ものは 残して ほし いとい う思い がし ていま す。

事 務局

答 申案 にも あり ます が、 文化 活動 を推 進す るこ とは 大事 だと考 えて いま す。 古事 記１
３ ００ 年の 事業 でも 高校 生に よる 文化 発信 とし て浜 田商 業を中 心と した 神楽 を考 えて
い ます 。そ こで 文化 活動 に意 欲の ある 生徒 は一 般の 推薦 入学の 枠の 中で 対応 して いき
た いと 考え てい ます 。推 薦入 学の 募集 要項 は各 校が 定め ますが 、今 まで の成 果を その
中に 引き継 ぐ形で 、一 般の推 薦入学 の中で 受け 入れて いきた いと 思いま す。

委員

郷 土芸 能を 特に やり たく て行 く生 徒は 一般 の推 薦と は違 う意識 を持 って いる と思 いま
すの で、そ の気持 ちを 大切に する形 でお願 いし たいと 思いま す。

事 務局

求め る生徒 像を明 確に する中 で、そ の点は 可能 である と思い ます 。

委員

ス ポー ツ特 別推 薦で すが 、種 目的 には マイ ナー な競 技が 多い印 象で すが 、種 目の 変更
は でき ない でし ょう か。 新聞 等を 見る とレ スリ ング 等活 躍して いま すが 、志 望者 数が
少 ない とい うこ とも ある ので 、種 目の 変更 も検 討事 項か と思い ます が、 その 点は いか
がで しょう か。

保 体課

重点 校指定 をして その 学校で 特色あ る部活 動を 展開し 、競 技力の 向上を 図って いま す。
そ れに 連動 して 高校 入試 でも 募集 して いま す。 しか し現 状は志 願者 が少 なく なっ てい
ま す。 今定 員割 れを して いる 高校 につ いて は、 スポ ーツ 特別選 抜を 受検 しな くて も一
般 選抜 で対 応で きる とい う考 え方 もあ るで しょ うし 、モ チベー ショ ンを 高め るた めに
も スポ ーツ 特別 選抜 を利 用し て入 学す ると いう こと も必 要では ない かと いう 意見 もあ
り ます 。種 目に つい ては 、全 国で 戦え るそ こそ この 競技 力があ って 、か つ地 域に その
種 目が 根付 いて いる 、競 技力 を高 めや すい もの とい うこ と、指 導者 が配 置さ れて いる
も の、 地域 的に 強化 しや すい もの で指 定し てい ます 。３ 年ごと にい ろい ろな 視点 から
見直 しをし 、今平 成２ ３年か ら２５ 年まで 指定 してい るとい う状 況です 。

委員

文 化特 別推 薦は 、文 面で は「 今後 も継 続し て実 施す る必 要性は 低い 」と いう 表現 でし
て、 制度と して廃 止と いうと ころが きちん と書 いてな く曖昧 です が。

会長

答申 なので 審議会 には 決定権 がなく 、県 教育委 員会 がどう 考える かとい うこと です が、
文 面に 制度 とし て廃 止と はっ きり 書い ては どう かと いう ご意見 です が、 どう でし ょう
か。

委員

積 極的 に取 り組 むの は高 校で の文 化活 動で 、文 化特 別推 薦は廃 止と いう こと です ね。

会長

一般 の推薦 枠の中 で地 域の特 色を生 かして いく という ことで すね 。

事 務局

委員 のお考 えをい ただ いて反 映させ ていき たい と考え ます。

会長

廃 止の 方向 です ので 、文 面は 事務 局で 検討 して くだ さい 。文化 特別 推薦 は廃 止だ けれ
ども、推薦 入学 の中に 活かし ていく とい う建設 的な 方向を 示した 方がい いと思 いま す。
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委員

ス ポー ツ特 別推 薦は 競技 力の 向上 とい うよ い効 果が ある ようで すが 、志 願者 の減 少の
こと があり、対 象を県 外へ 拡大す ると いうこ とが挙 がって います 。それも いいで すが、
一 方で 中高 連携 とい うこ とも あり ます 。ス ポー ツも 小中 が連携 して 、地 域で 特色 ある
競 技を 育て たり 、教 員を 配置 した りす る工 夫を 盛り 込む のはど うで しょ うか 。県 外か
ら 人材 を集 める こと もあ ると 思い ます が、 島根 県か ら優 秀な人 材を 輩出 した いと 願う
もの です。

保 体課

ジ ュニ ア期 から の育 成に も取 り組 んで いま す。 優秀 な人 材を県 外へ 流出 させ ない ため
にも 、指導 者も含 めて 県内で 育てて いきた いと 考えて います 。

委員

米 子市 では 小中 学校 から スポ ーツ に熱 心に 取り 組ん でい る学校 があ りま す。 小学 校か
ら 、あ るい はそ れ以 前か らの 体制 作りが 大切で はな いかと いう感 想で す。

委員

スポ ーツ特 別選抜 で、 学校や 競技と いうの はど こで決 められ るの でしょ うか。

保 体課

手 順と して は、 高等 学校 体育 連盟 の各 種目 の専 門部 から 推薦を いた だき 、そ の重 点校
へ の協 力体 制を 作っ てい ただ き、 その 上で 推薦 校へ のヒ アリン グ等 をし 審議 して 教育
長 が決 裁し てい ます 。教 員の 人事 異動 の問 題、 生徒 の競 技人口 の問 題等 を含 めて 選考
して います 。

委員

中 高一 貫教 育校 につ いて 申し 上げ ます 。趣 旨を 踏ま えて 、うま くま とめ られ てい ると
思 い ま す 。 思 う と こ ろ で す が、「 現 在 の 選 抜 方 法 を 基に し て」 の 部 分 は 基 盤 と し て 大
事 にし なけ れば なら ない とこ ろで す。 せっ かく 中高 が連 携して いて も、 進学 とな ると
他 校に 出て いく とい うこ とが 実際 です 。こ れに つい ては 、受検 生や 保護 者の 希望 です
の で制 約は でき ませ んが 、中 学校 のと きか ら目 指す 生徒 像を掲 げて 一緒 に取 り組 んで
き たか らに は、 連携 校の 高校 にい って ほし いと いう のが 願いで す。 学力 検査 を行 うこ
と も保 護者 から 意見 とし て出 てい ると 聞い てい ます が、 この選 抜方 法が 中高 一貫 教育
の 基盤 です ので 、趣 旨の 浸透 を図 るこ とが 大事 であ ると 思いま す。 平成 ２３ 年度 の結
果 を見 ます と、 特別 選抜 での 合格 者が 飯南 高校 では ３５ 名、吉 賀高 校で は２ ７名 とい
う こと で少 ない と言 わざ るを えま せん 。ま た少 子化 が続 く中、 一般 選抜 での 生徒 数の
大 幅な 増は 見込 めま せん 。と する と、 中高 一貫 教育 の趣 旨を浸 透さ せて 、特 別選 抜で
連携 校へ進 学する とい う流れ ができ るとい いと 思って います 。

事 務局

ご 指摘 のと おり です 。今 年度 より 離島 ・中 山間 地域 の魅 力化活 性化 事業 を実 施し てお
り 、飯 南高 校、 吉賀 高校 も対 象校 です 。学 校の 魅力 化活 性化に よる 、地 元の 生徒 に選
ん でも らえ る学 校作 りと いう 視点 が必 要だ と思 って おり 、ご意 見を 参考 にし て地 域と
一緒 になっ てやっ てい きたい と思っ ており ます 。

会長

１ の項 目に つい ては 、ご 意見 をで きる だけ 反映 させ るよ うに事 務局 で検 討を お願 いし
ます 。
それ では、 ２

事 務局

各 高等 学校、 各学科 の特色 に配 慮した 選抜方 法に ついて です。

（ １） 個人 調査 報告 書に つい て、 ２点 お諮 りし まし た。 １点目 は、 文章 で記 述す る部
分 の取 扱い です が、 現行 のよ うに 文章 で記 述す る部 分が 多いと 受検 生一 人一 人の 詳細
が 把握 でき る反 面、 作成 する 側の 事務 量が 大き くな ると いうマ イナ スも あり ます 。そ
こ で前 回の 会議 では 、生 徒の 特徴 がよ く分 かる よう に記 述を工 夫し なが ら簡 素化 を図
る とい う方 向で まと めて いた だき まし た。 また 学習 指導 要領の 改訂 に伴 う生 徒指 導要
録 の改 善に よる 個人 調査 報告 書の 変更 です が、 これ も実 施して いき ます 。２ 点目 、個
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人 調査 報告 書の 比率 です が、 現行 の４ ０％ 〜８ ０％ の範 囲を拡 大し て、 ３０ ％〜 ８０
％ とす るこ とに つい て意 見を いた だき まし た。 各高 校が それぞ れの 特色 とし て選 択す
る ので 拡大 して もい いと いう 意見 もあ りま した が、 中学 校での 指導 に影 響を 及ぼ すこ
と を懸 念す る意 見も あり まし た。 また 高校 側か ら選 択の 幅を拡 大し てほ しい とい う要
望 は今 のと ころ 挙が って いな いと いう こと もあ りま す。 そこで 答申 案と して は現 行の
まま としま した。
（ ２） 傾斜 配点 につ いて 、現 在で は利 用す る学 校は 少な いです が、 各学 校の 特色 を出
すこ ともで きる制 度で あり、 現行の まま継 続と しまし た。
（ ３） 面接 につ いて 、現 行で は各 学校 が実 施の 有無 を決 定し、 １０ 点を 限度 とし て評
点 化で きる とし てい ます 。受 検生 の長 所、 意欲 、抱 負等 を把握 でき る制 度で あり 、今
後も 継続と しまし た。
会長

（ １） ①個 人調 査報 告書 の内 容に つい ては 、受 検生 の特 徴を捉 えや すい 記述 にし て簡
素 化す ると いう 方向 、② 個人 調査 報告 書と 学力 検査 の比 率につ いて は現 状を 維持 して
い く と い う 方 向 、（ ２ ） 傾 斜 配 点 に つ い て も 継 続 、（ ３ ） 面 接 に つ い て も 継 続 と い う
のが 答申の 原案で す。 ご質問 ご意見 等あり まし たらお 願いし ます 。

委員

面 接に つい て、 やっ てい ただ くの は大 いに 結構 です が、 現在１ ０点 を限 度と して 評点
化 でき るこ とと して あり ます が、 面接 で不 合格 にな った 場合、 保護 者が 情報 公開 を求
め たと きに 、ど のよ うに 説明 され るの でし ょう か。 面接 の観点 等は どう でし ょう か。

会長

生徒 が求め た場合 、情 報開示 はされ ますよ ね。

事 務局

現 在、 学力 検査 の得 点の み簡 易開 示を して いま す。 個人 調査報 告書 等含 め総 合で 判断
しま すので 、面接 だけ で判断 すると いうわ けで はあり ません 。

委員

合 否の 判断 は総 合で すよ ね。 面接 が点 数化 され てい ない 学校は 、や って いる だけ とい
うこ とです か。

事 務局

面 接を 評点 化し ない 学校 が面 接の 状況 によ って 不合 格に したこ とが ある のか は把 握し
て いま せん 。し かし 、面 接の 状況 のみ によ って 不合 格に なると いう よう なこ とは ない
と考 えます 。

委員

面 接を する のは いい です が、 中学 校側 とし ては 面接 は目 的があ り、 合否 に関 わっ てく
る と判 断し てい ます 。総 合的 に評 価し て合 否判 定さ れる のだろ うが 、面 接の 評価 がど
の よう に扱 われ てい るの か、 公開 に耐 えう るも のな のか につい ては どう でし ょう か。

事務局

点数 化 して なく て も A、 B、 C など で評 価し てい ます 。そ れが 合否 のラ イン 上で は影
響 する 場合 はあ りう るこ とだ と考 えて いま す。 そう いっ たとこ ろで 活用 され てい ると
思い ます。

委員

仮 に面 接を １０ 点で 評価 した とし て、 それ は換 算さ れて ｅ総点 に入 りま す。 その 面接
の 評価 は選 抜の 原簿 に載 ると 思い ます 。ま たク ラス 編成 等入学 後の 指導 に活 用さ れる
場合 もある と思わ れま す。

会長

入試 の情報 開示は 大事 である と思い ます。

委員

中 学校 現場 では っき りさ せた いの は、 面接 は何 のた めに やるの かと いう こと です 。保
護 者や 生徒 は、 個人 調査 報告 書も そう です が、 合否 に関 わると 考え てい ます 。目 的を
はっ きりさ せても らわ ないと 誤解や 混乱を 招く だけと 思いま す。

会長

制 度と して は継 続で 構わ ない と思 いま すが 、透 明性 は必 要です ので 、今 の点 は大 事で
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ある と思い ます。
事 務局

特 に評 点化 しな い学 校に おけ る面 接結 果の 扱い です ね。 専門調 査員 会で は中 学校 の先
生 から 、キ ャリ ア教 育の 観点 から 面接 を受 ける とい う指 導は有 効だ とい う意 見も あり
まし た。面接を 入試の 合否 選抜で どう 扱うか は、また検 討す る必要 がある と思い ます。

会長

個人 調査報 告書の 簡素 化のポ イント はでき てい ますか 。

事 務局

専門 調査員 会で意 見を いただ いて、 枠の広 さ等 具体的 に検討 して おりま す。

会長

それ では、 ２につ いて は基本 的にこ の文面 で答 申した いと思 いま す。
−休

憩−

会長

後 半の 審議 に入 りま す。 ３

多様 な生 徒に 対す る入 学者 選抜に つい てお 願い しま す。

事 務局

（ １） 帰国 生徒 等の 取扱 いに つい て、 現在 、帰 国後 ２年 以内の 生徒 及び 入国 後３ 年以
内 の外 国人 生徒 を対 象と して 特別 措置 を講 じて いま すが 、これ につ いて 今後 も継 続と
して います 。
（２）県外 からの 生徒 の出願 につい て、県内に 身元引 受人が いる 場合に は出願 を認 め、
そ の場 合の 合格 は原 則と して １校 ４名 まで とし てい ます 。離島 ・中 山間 地域 の高 校で
は 積極 的に 県外 から 生徒 を募 集し てい ると いう 事情 もあ ります ので 、そ れら の高 校に
つい ては４ 名とい う枠 を弾力 的に考 えると して います 。
（ ３） 特別 な支 援を 必要 とす る生 徒の 対応 につ いて 、現 在、中 学校 から 申請 があ った
場 合、 必要 に応 じて 特別 措置 を講 じて いま す。 この こと につい て、 特別 措置 につ いて
具 体的 な記 述を 求め るご 意見 もあ りま した が、 一方 で個 別の事 例を 逐一 挙げ てい くこ
と は難 しい とい う意 見も あり まし た。 大切 なこ とは 個別 の受検 生に 対し て必 要な 措置
を 講じ るこ とで あり 、そ れは 今ま でも 実施 して いる こと ですの で、 答申 案に は「 きめ
細 かく 対応 」と して 盛り 込み まし た。 また 、早 い段 階か らの連 携、 情報 交換 が大 切と
い うご 意見 もあ り、 答申 案に 入れ てい ます 。な お、 この 入学者 選抜 での 特別 措置 につ
いて は、現 行で は中学 校に通 知する こと で受検 生や 保護者 への周 知を図 ってい ます が、
まだ 十分と は言え ず、 実施要 綱に申 請方法 等を 掲載す ること とし ました 。

会長

帰 国生 徒の 取り 扱い につ いて は、 日本 語指 導の 必要 な生 徒が増 えつ つあ ると いう 現状
か ら、 継続 して いく とい うこ とで す。 県外 から の生 徒の 出願に つい ては 、現 在４ 名ま
で とす る合 格者 数は 弾力 的に 考え るこ とを 打ち 出し ては どうか とい うこ とで す。 特別
な 支援 を必 要と する 生徒 につ いて は、 今後 もき め細 かく 対応す ると いう こと 、情 報交
換 を早 い段 階で 行う こと 、特 別措 置に つい て実 施要 綱に 申請方 法を 掲載 する とい う方
向で 考えて いきた いと いうこ とです 。

委員

申請 方法と は具体 的に どうい うこと でしょ うか 。

会長

具体 的なも のはあ りま すか。 専門調 査員会 でで ている 意見で よい ですが 。

事 務局

従 来各 学校 、教 育事 務所 へ通 知し 説明 して いる 内容 を実 施要綱 に掲 載す ると いう こと
です 。

委員

帰 国生 徒、 外国 人生 徒と いう のは 、ど の程 度島 根県 にい るので しょ うか 。特 別な 支援
を 必要 とす る生 徒に つい ての 情報 交換 とは 何を どの よう に行う のか 、は っき りさ せて
いた だくと いいで すが 。

事 務局

帰国 生徒の 人数に つい ては、把握 して いませ ん。申請の 数と しては 毎年数 件あり ます。
特別 な支援 を必要 とす る生徒 につい ては、高 校の施 設面で の対応 があ ります ので、１，
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２ 年の 段階 で早 めに 情報 を得 て、 教育 施設 課等 とも 情報 を共有 して いま す。 ３年 にな
る と、 具体 的な 志望 校を 挙げ ての 相談 があ りま す。 そこ で特別 支援 教育 室、 中学 校、
市 町村 教育 委員 会等 も入 り、 情報 提供 もし なが らそ の生 徒に適 した 進路 指導 を行 って
いく という ことが 事前 の情報 交換で す。
委員

前 回の 会議 でも 特別 な支 援を 必要 とす る生 徒の 対応 につ いては 何回 か言 って きま した
が 、答 申文 案を 読ん でう れし い気 持ち がし まし た。 前回 の資料 に、 国の 指針 を受 け、
他 県に 先ん じた 教育 を進 める とい うこ とを 書き 留め てい ます。 特別 な支 援を 必要 とす
る 生徒 の対 応も そこ に含 まれ てお り、 心強 く思 いま した 。障が いの ある 生徒 が高 校進
学 を志 望し た場 合、 特別 な支 援の ソフ ト面 のと ころ 、サ ポート 体制 につ いて 考え ない
と いけ ない と思 いま す。 例え ばア スペ ルガ ー傾 向の ある 生徒が 私立 高校 へ行 くと いう
事 例 が あ り 、 そ の 理 由 は 入 学 後 の サ ポ ー ト 体 制 が 厚 いと い う こ と で し た 。「 厚 い 」 と
い う言 葉は ショ ック でし た。 入学 者選 抜で は配 慮し てい ただい てい ます が、 入学 後の
サ ポー ト体 制と いう 点で も他 県に 先ん じた 教育 をす る島 根県と いう こと を期 待し たい
と思 います 。

特 支室

高 校で のサ ポー ト体 制に つい てで すが 、配 慮や 支援 を日 々の授 業、 高校 生活 の中 で継
続 させ てい くと いう 点で 、特 別支 援教 育室 でも 高校 への 支援を やろ うと して いる とこ
ろ です 。文 部科 学省 のモ デル 事業 を宍 道高 校で やろ うと してい ます 。校 内体 制も 含め
た 支援 のあ り方 に取 り組 み、 その 成果 は県 内へ 周知 して いこう と思 いま す。 また 、教
員 の意 識を 高め るた めに 、２ 年間 かけ て教 員研 修を 全校 で実施 して いき ます 。そ の他
学 校訪 問に も出 かけ 、個 別具 体的 な支 援に も取 り組 んで いこう と考 えて いる とこ ろで
す。

教 育監

特 別支 援コ ーデ ィネ ータ が各 校に いま すが 、も う５ 年に なり、 各校 教員 の理 解も 進ん
で いる と考 えて いま す。 入学 した 生徒 につ いて の支 援の 話し合 いを 、中 学か らの 積み
上げ を基に やって いく とスム ーズに つなが ると 思って います 。

委員

特 別支 援に 関し て、 中身 は入 学者 選抜 にお ける 特別 措置 と、入 学後 の支 援に つい てと
あ りま す。 入学 後の 特別 支援 の対 応可 能性 につ いて 、相 談の場 等を 周知 する 必要 はな
いで しょう か。

会長

個別 には対 応され るで しょう が、答 申とし て記 述する かどう かで すね。

事 務局

ま ず、 入学 者選 抜に つい ての 制度 の周 知を 義務 教育 課と も相談 して 徹底 させ てい きた
いと 考えて おりま す。

委員

特 別な 支援 を必 要と する 生徒 は増 えて いま すの で、 高校 入学後 のソ フト 面で の支 援を
是 非お 願い した いと 思い ます 。こ の答 申は 入学 者選 抜に 関する もの なの でど うか と思
い ます が、 入学 後、 障が いの ある 生徒 が途 中で 退学 する 等道が 狭ま って いる こと に悲
し い思 いも して いま す。 ぜひ 、ソ フト 面を 充実 させ て支 援をし てほ しい と思 いま す。
中 学校 では 支援 員等 サポ ート 体制 があ りま すが 、高 校教 育でも 検討 をお 願い した いと
思い ます。

委員

私 ども も、 発達 障が いが 増え てい るの で、 ０歳 から 医療 現場も 一緒 にな って 、早 くか
ら 手当 てを して いこ うと いう こと で、 ４月 に市 立病 院隣 り、松 江市 保健 福祉 総合 セン
タ ーに 、松 江市 発達 ・教 育相 談支 援セ ンタ ー「 エス コ」 を開設 しま した 。そ うし たと
こ ろ高 校生 から の相 談が たく さん きま した 。今 まで 相談 する場 がな かっ たん だな あと
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い うこ とを 感じ てい ます 。今 幼稚 園、 小、 中の 指導 主事 等を置 いて ２０ 人体 制で 対応
して います が、高 校生 につい ても県 教育委 員会 と協力 できれ ばと 考えて います 。
委員

入 学者 選抜 での 特別 措置 につ いて は周 知が 徹底 して いな いのは 事実 かと 思い ます 。教
育 相談 担当 者会 等の 機会 に、 県教 育委 員会 より 周知 徹底 してい ただ くと 、担 当者 が学
校を 回った ときに 紹介 もでき るかと 思いま す。

委員

高 校と して 受け 入れ ると きに 、人 的配 置等 も考 えて ほし いと思 いま す。 例え ば、 学力
検 査の ヒア リン グ等 で支 障が ない か、 教員 は非 常に 気を 使いま す。 ハー ド面 は要 求し
た らす ぐに つけ てい ただ けま すが 、そ の介 助等 ソフ ト面 での人 的支 援員 をつ ける こと
をお 願いし たいと 思い ます。

委員

前 任校 で、 恥ず かし なが ら、 教員 の意 識が 乏し いと ころ があり まし た。 そこ で、 特別
な 支援 を必 要と する 生徒 が中 学校 ２年 生の 段階 から 情報 交換を しま した 。中 学校 に出
か けた り、 保護 者、 生徒 にも 授業 を見 ても らっ たり 、非 常にい い形 でで きた と思 いま
す 。結 局、 その 生徒 は違 う学 校へ 進学 しま した が、 中高 の情報 交換 が新 しい いい 形で
で きた かな と思 いま した 。特 に授 業、 試験 、商 業科 の検 定等の 場を 見て もら った のは
効果 的だっ たと思 いま す。報 告です 。

委員

県 外か らの 生徒 の出 願に つい てで すが 、平 成２ ３年 度の 結果を 見る と大 幅に 増加 して
い ます 。現 実に は４ 人と いう 制限 はな くな って 、弾 力的 に扱っ てい ると いう 現状 を答
申で は述べ ている と考 えてい いでし ょうか 。

事 務局

積 極的 に県 外か ら受 け入 れて いる のは すべ ての 高校 では ありま せん 。県 外の 生徒 によ
っ て県 内の 生徒 がは じき 出さ れな いよ うに 、定 員割 れの 続く学 校で は積 極的 に県 の内
外か ら募集 したい とい う気持 ちで、 答申文 に述 べてい るとい うこ とです 。

会長

離 島・ 中山 間地 域と いう こと を最 後の 段落 に入 れる など して限 定し ては どう でし ょう
か。積極的 に受 け入れ る学校 を応援 する という 意味 で４名 枠を外 すとい うこと です ね。
ご意 見が出 ました ので 、一部 修正し ながら この 文面で 答申し たい と思い ます。

事務局

最後に４

受 検 機 会 の 複 数 化 に つ い て で す 。（ １ ） 第２ 志 望校 制 度 に つ い て 、 現 在 は

第 １志 望校 に加 えて 第２ 志望 校に も出 願で きる とし てい ます。 この 制度 は定 着し てお
り 、今 後も 継続 する とし まし た。 ただ 、第 １志 望校 に合 格でき る受 検生 を増 やす ため
に 、い わゆ るⅠ 群、 これ は第 １志 望者 のう ち、 学力 検査 結果、 個人 調査 報告 書の 結果
等 が上 位に 入り 、最 初に 合格 が決 まる 生徒 です が、 その 割合を 現行 の７ ０％ から 拡大
する ことと しまし た。
（ ２） 第２ 次募 集に つい て、 現行 では 定時 制課 程で 実施 してい ます が、 この 制度 は不
合 格に なっ た生 徒が 再受 検す る機 会を 保障 する もの とし て、今 後も 継続 する とし まし
た。
会長

ご意 見、ご 質問が あれ ばお願 いしま す。

委員

第２ 次募集 につい てで す。答申文 はこ れでい いと思 います が、今年 度松江 工業に 来て、
第 ２次 募集 は日 程的 にき つい と思 いま した 。石 見部 の学 校では 全日 制で も定 員割 れを
し てい ます が、 なぜ 定時 制だ け第 ２次 募集 なの か、 当事 者とし ての 実感 を一 言申 し上
げ たい と思 いま す。 校長 会で も意 見が ２分 して いま す。 やはり 最後 の機 会を 与え るべ
き だと いう 意見 が多 いで すが 、日 程を ４月 にで きな いか という 意見 や、 セー フテ ィネ
ッ トと して 通信 制も ある とい う意 見も あり ます 。実 施要 綱のと ころ で日 程等 もお 考え
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いた だけれ ばと思 いま す。
推 薦入 学に 戻り ます が、 体育 科が ５０ ％超 えて もよ いと いう言 い方 をさ れま した が、
個 別対 応も する とい うこ とが あり まし たの で、 専門 高校 の推薦 枠に つい ても 実施 要綱
の段 階で考 慮いた だけ ればと 思いま す。
事 務局

第 ２次 募集 につ いて は、 ３月 末の 人事 異動 が間 近と いう 時期で の合 格発 表と なっ てい
る ので 、そ の意 味で のご 意見 と思 いま す。 実施 側の 厳し さは理 解し てお りま すの で、
日 程等 検討 でき るこ とは して いき たい と思 いま す。 推薦 入学の 割合 につ いて は、 詳細
は 県教 委で 検討 して 決め たい と思 いま す。 審議 会と して は方向 性と して 答申 いた だき
たい と思い ます。

委員

浜 田高 校定 時制 課程 に２ 年い まし たが 、校 長会 で、 定時 制課程 と通 信制 課程 とは 違う
と いう 意見 が複 数あ り、 私も 同じ 意見 です 。第 ２次 募集 に来る 生徒 は最 初の 試験 と異
な る新 たな 生徒 であ り、 最初 に決 めき れな かっ た生 徒が 出願し てい ます 。日 程的 に忙
し いと いう 点は あり ます が、 第２ 次募 集に つい ては この 文面通 りや って いた だき たい
と思 います 。

委員

第 ２志 望校 制度 につ いて 質問 しま す。 より 多く の生 徒が 第１志 望校 に合 格す るよ うに
Ⅰ 群の ％を 拡大 する とい うこ とは 、中 学校 の進 路指 導を よりき めこ まか くす るこ とと
連 動し てい ると いう こと でし ょう か。 志望 校が 特定 の高 校に集 中し ない よう に指 導す
ると いうこ とでし ょう か。

事務局

選 抜 手 続 き と し て 、 第 1志 望 者 の 上 位 を Ⅰ 群 と し て 定 員 の ７ ０ ％ ま で 合 格 を 決 定 し 、
その 他は第 ２志望 者と 同じ土 俵で選 考する とい うこと です。７０ ％から 拡大し た場 合、
Ⅱ 群に なっ たた めに 不合 格に なる 生徒 が出 る可 能性 はあ ります 。そ の点 で慎 重に 第１
志望 校に出 願する とい う動き はある かもし れま せんが 、あ くまで 可能性 の問題 でし て、
実際 の数と しては 多く はない と考え ます。

会長

基本 的に 異論は ない とい うこ とで 、こ の文 面で 進め させ てい ただ きま す。 事務局 とし
て何 かあり ますか 。

事 務局

特に ありま せん。

会長

高校 入試に ついて ４項 目以外 にあれ ば意見 とし てお願 いしま す。

委員

江 津に 住ん でい ます が、 西部 のあ たり は私 立高 校へ 目が 向く生 徒、 保護 者が 増え てい
ま す。 私立 高校 は経 営が かか って いる ので 、非 常に 特色 ある活 動を され てい ます 。以
前 と比 べて 生徒 、保 護者 の私 学志 向が 高ま って いま す。 それは いい ので すが 、逆 に言
う と県 立高 校の 魅力 が薄 れて いる かな と思 いま す。 私と しては 、県 立高 校に も魅 力を
ア ピー ルし てほ しい 、中 学校 にも 積極 的に 足を 運ん でほ しいと 思い ます 。県 立学 校と
私 立高 校は 共存 共栄 でい きた いと 思っ てい ます 。江 津は 生徒の 取り 合い とは いい ませ
んが 、そう いう状 況が ありま す。

会長

中学 へのア ピール はど うなっ ていま すか。

事 務局

従 来の ３〜 ４倍 はし てい ます が、 委員 のご 指摘 は我 々も 感じて いま す。 一つ は県 立高
校 の特 色作 りだ と思 いま す。 高校 を選 ぶに は学 力、 卒業 後の進 路状 況、 部活 動等 が大
き いと 思い ます が、 規模 が小 さく なる とそ の点 が厳 しく なるの で、 切実 に考 えて いま
す 。離 島・ 中山 間地 域の 魅力 化活 性化 事業 もそ の一 つで す。中 学校 から も地 元の 高校
に声 をぶつ けてい ただ いて、 地域の 子ども を育 ててい きたい と思 います 。
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委員

浜 田で も以 前は 県立 高校 志向 でし たが 、今 は私 立高 校に 移って きて いる とい うこ とが
あ りま す。 よく 言わ れる こと です が、 私立 高校 は大 学の 推薦枠 を多 くも って おり 、高
校時 代は部 活動等 で楽 しんで、卒業 後は 大学に 楽に 進学で きると いう印 象があ りま す。
県 立高 校も 情報 を提 供し てい ただ くと 、冷 静な 目で 、こ ういう 道も ある 、あ あい う道
もあ ると選 択でき ると 思いま す。

委員

理数 科、英 語科で 志望 者が減 になっ ている とこ ろは、 どうで しょ うか。

事 務局

理 数科 がで きた ころ は各 学校 の規 模が 大き かっ たで すが 、今は 規模 が小 さく なり 、特
色 を出 そう とし ても 、な かな か難 しい とい うこ とが あり ます。 また 中学 校卒 業段 階で
特 色の ある 学科 を選 択し て進 学す ると いう こと が中 学生 側とし ても 難し いと いう 状況
があ ります 。また 良い 考えが あれば いただ きた いと思 います 。

会長

慎 重に 審議 いた だき 、あ りが とう ござ いま した 。こ の答 申をも とに 入学 者選 抜の 改善
が 図ら れま すが 、答 申文 案が 皆さ んの 意見 を吸 収し たも のとな り、 貴重 な審 議会 であ
っ たと 思い ます 。答 申文 の作 成に 携わ って いた だい た審 議委員 の皆 さん 、事 務局 、専
門調 査員会 の皆様 のご 協力に お礼を 言いま す。

○教育監挨拶
本日御出席の委員の皆様には、大変積極的に、また、様々なお立場から御意見をいただき誠にありが
とうございました。
この後は、本日の御意見を事務局で整理をさせていただき、答申を完成させていただきたいと考えて
おります。その後、足立悦男会長様より手交いただきます。
委員の皆様には、ほぼ一年の長きにわたり、熱心に御審議いただき、ありがとうございました。
今後も、よろしくお願い申し上げまして御挨拶といたします。本日はありがとうございました。
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