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平成 29年度 第一回教職員と保護者との懇談会 各分科会議事要旨 

 

主催：枚方市 PTA 協議会 中学校部会・母親情報交換委員会 共催 

日時：平成 29 年 6 月 17 日（土） 14:30～16:30（全体会、分科会） 

於：枚方市立教育文化センター 

 

懇談会テーマ 

  受験と進路について 

  最近のクラブ事情について 

 

議事要旨 

～受験と進路について～ 

先生の意見 

 進路のシステムが５年の間に２回変わった。 

 前期・後期は３年間あったが、300 人中 80 人うかり、残りの 220 人の枠のうち、どれだけまた同じ高

校を受験するのか。落ちる経験をした子は自信をなくし、子どもを傷つけるだけだと思う。  

入試の試験のやり方がまた変わり１発試験になり私立に行く人も増えてきている。公立高校に落ちる割合

が増えてきている、難しいところは落ちるがそれ以外のところは合格する状況である。 

 学校によっては宿題を出さないところもある。 

 学習塾では、受験対策のための勉強をしており、ペースが学校よりも早く、学校としてはやりにくい面も

ある。また、塾から課される課題量が多く、生徒の就寝時刻も次第に遅くなってきており、学校の授業中に

居眠りしてしまうケースもある。 

 学習塾と学校との連携はないが、塾講師は学校教諭の問題傾向を把握し、その先生の対策をしているよう

である。 

 学校側ではその生徒が合格できる可能性が高い学校を勧めるのに対し、学習塾側ではかなりレベルの高い

学校を目指させている。 

 昔は事あるごとに「内申書にひびく」というような言い回しがあったが、学校はその子の成長を重視して

評価しているのであって、罰するために行っているのではない。 

進路の窓口は基本担任だが、進路としては学校全体で取り組んでいる。３年生は各テストを元に進路部で

の推進をし、その後全先生で話し合ったうえで勧めている。担任から進められる話は学校からの推進である。 

担任も話の得意不得意がありますが保護者といっしょに慎重に進めています。 

 生徒の成績評価は基本的には定期考査や提出物の状況で行う。数年前までは 3 年生の時期だけでの評価で

あったが、現在は１～３年の 3 年間通しでの評価に変わってしまい、生徒は何かにつけて内申評価を気にす

るようになってしまって、本当に学校生活を満喫できているのかと疑問になる。 

 チャレンジテストの結果だけで成績が上下する恐れがある。正当に評価されているか疑問（美術や体育な

ど副教科はテストの対象ではないが、チャレンジテストの結果に左右される場合がある）。先生も高校の評価

がわからないから、不安材料でもある。 

 行政側としては、学校の絶対評価が甘いのではないか。志望校に通したい為に「５」が多いのではないか
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という懸念があるため、チャレンジテストを通じて、学校の評価を均質化するために実施。1 年及び 2 年が

個人の成績に反映（いわゆる個人戦）され、3 年の成績の平均が学校の評価（いわゆる団体戦）となる。 

 仮にチャレンジテストが満点となれば、授業態度のいかんに関係なく評価は「５」となる。これに対して

は「子どもたちの何を見るのか」といった声が学校現場からも上がっており、校長会でも反対している意見

は少なくない。しかし生徒は本当に健気で、チャレンジテストの成績が良かったからといって授業態度が悪

くなるようなことはない。 

チャレンジテストは学校の評価とは別の全体的な評価であり、学校も枚方の基準で成績をつけている。 

全国学力テストの評価を使うこともあったが、それが問題となり、そのかわりチャレンジテストができた。 

学校全体の評価が府の示す範囲を超えるとテストを難しくしてその範囲に収めようとする。 

１回のテストの基準が成績の判断になってしまうところが教師から見ればよくないと思う。 

２年生の成績の内申点は基本チャレンジテストの評価が使われてしまう。 

学力テストの評価は基本成績に使ってはいけないとされているのに実際は使われているのが現状。 

現状の成績のつけ方は教師としては納得の行かない付け方になっている。 

 学校間のレベルの差があり、それが受験に影響していることも実態としてはある。チャレンジテストの評

価でそれがわかる。 

 チャレンジテストの平均点が高いほど、優位となる。 

 以前、先生（学校か塾？）が 無理して受けなくてもいいと欠席する子が増えた。 

中学では、例えば「雪がとけると何になりますか？」という問いに対し、一般的には「水」が正解だが、

「春」という解答でも、理科的ではＸだが国語的には○であり、そういった余韻が残る授業がしたいが、現

実的には、チャレンジテスト範囲を優先に考えざるを得ない。 

チャレンジテストの結果、評定が下がったらどうしようと不安を抱く子どもが多く、子どもの負担が多く

かわいそう。せっかく１年がんばったのにチャレンジテストで下がるという事態になる。チャレンジテスト

は反対。 

期末テストとチャレンジテストの時期が近く、生徒たちにかなり負担になっている。 

大阪だけの仕組みなので他府県のやり方調べて考えていくべき。 

学校側は勉強が○点だから この高校という決め方はするなと指導されている。 

学校の定期テストの評価をもとに、どの学校が望ましいかを案内してくれる。 

学校単位での偏差値は出しておらず、全国模試を受けるなどして確認するしかない。 

 自分は無理だと思わない子にしたい。高校の３年間何をしたいかを考えさせる。 

高校を点数でランクづけしたい。中学では点数にでてこないけど大事にしているものがあり、色々なもの

さしで見ている。        

 現実、高校名を知らない子が多く、やりたいこともよくわからない子が多い。文化祭、オープンキャンパ

ス、ガイダンスなどに行って 自分で色々見てみるのがよい。また家庭でも、各校のクラブ・校風・カリキ

ュラムを調べて、家庭でよく話し合って 先生に発信してほしい。 

 受験については、新しい情報が 7 月頃に発表になると思うので、学年通信、進路通信を中心に、インター

ネットでも調べるとよい。 

 3 年生時の面談（二者・三者）では、塾の見立てもあるだろうが、本人の希望、学校の見立ても伝え、丁

寧に話している。一人ひとりの進路の会議では、校長・教頭・3 年の教師全体で話をする。受験は玉虫色で

「受かります」とも「無理です」とも言えない。ただ、行った先でも無理なく進める高校を伝えるようにし
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ている。合格できない高校を受験したいと言ってきた場合は、学校は材料を出し、その子なりのベストを考

えたうえで万が一の時はどうするのかということも話し合う。市立と公立とどちらに重きを置くのか？とい

った話もする。 

「どうしたいか。何になりたいか。」を持っている子の方が少ない。ただ、今は自分の好きなこと、興味の

あることを頑張っていくように言っている。今の子どもたちは「ユーチューバーになりたい」と言ったりす

る。 

 

保護者の意見 

学区が撤廃され、どの公立高校を受けるのか受けられるのか決めるのが難しい。本当に大阪全体での絶対

評価があっているのか？を考えると評定の範囲がでるチャレンジテストは賛成。それぞれの評定の点数範囲

は広く、よほどでないと成績が上下することはないと思う。反対する学校はよほど甘く評価しているのでは

ないか。 

親は自分の子どもがどのライン（高校名を具体的に）にいるか知りたい。 

どうすれば、成績を上げて上の高校にいけるか？今は手紙と簡単なアナウンス（進路指導で）しかないの

で、不信感がある。結局、塾に入れて情報入手している。 

学校の先生は安全な方を進める、塾では、ランクの上を進めるとよく聞く。 

クラブが忙しく、塾と学校の両立が難しい。休む時間がない。 

 学校から「無理」と言われても受かることもあるから、子どもの希望を推し進めるのもよいと思う。 

上の子は中学校受験をさせたが、もう受験は終わったと思ってしまうのでよくなかった。 

私立の高校は、個々に対して丁寧に面倒見がよい。 

以前はスポーツだけしていれば推薦がもらえたが、今は勉強もしないと受からない。ただ、スポーツをす

る子は根性があるので、スイッチのオン・オフを切り替えてチーム全体で士気が上がるのではないか。 

親のエゴが子どもをつぶさないようにしないといけない。子どもに決めさせる環境づくりをして、自立を

育てる。 

3 年の夏休みにオープンキャンパスがあるとわかっていても、その時間を勉強に充てたいと思うため、な

かなか行けない。 

2 年生のうちに、いろいろなオープンキャンパスや文化祭を見に行き、楽しそうなところを選ぶのがおす

すめ。特に文化祭はキラキラ感がある。2 年生は中だるみの時期なので、その時に行けば期待が膨らむ。 

勉強しなかった子が３年になったとたん、やる気が出だした。ちょっとした言葉で子どもは傷付くし、や

る気が失われるので気をつけたい。 

やる気スイッチはどこにあるのか。 

3 年生の 2 学期になって反抗期が始まると、進路が決まらずに大変になる。しかし子どもはいつでも一生

懸命であり、なりたい職業や気持ちを持っている子はやる気になるのが早い。 

「何になりたい？」と聞いても「お金がもらえたらいい。」と言うだけで、今は見えていないことが将来の

仕事になるといわれている。今ある仕事も将来はないといわれているし、親も子も不安である。 

親が成績だけで「あかんからやめとき。代わりにこんなところがあるよ。」というのではなく、自分の目標

は自分で決めさせるしかないと思う。そうすれば、どういう結果になっても「自分が決めたことだから」と

いえる。 

受験が初めて自分で決める子どもの選択。暖かく見守っていきたい。 
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自分の思った道を進んでいけるのが、その子の幸せである。 

子どもに勉強の緊張感を持たせるのも大事だが後ろで支えてバックアップし安心感を与えてあげることも

大事と思いそのバランスが難しい。 

 

一問一答形式によるそれぞれの意見 

保護者 

成績を付ける対象として提出物があると聞いている。内申点にもつながるので、子どもがちゃんと出して

いるのか気になるが、わからないので教えてほしい。 

先生 

基本、成績は定期テスト結果で決めるが、評価の境にいた場合、提出物等で判断することはある。出さな

い子には懇談等で言うので、何も言われてなかったら提出していると思います。 

 

保護者 

進路の話を本格的にするのはいつごろか。 

先生 

３年になると進路通信などの手紙が配られる。６月に第１回進路希望調査がある。 

保護者 

まず進路を決めるのに、子どもがどのあたりの学校をねらえるのか？を知りたい。 

先生 

学校側からあなたはこの辺とかは言えない。子どもが行きたい学校を決めてから、その学校へ行けるかを

アドバイスするしかできない。高校も色んな特色があるので、成績も大事ですが、自分の目、肌で感じて決

めるのが大切。 

 

～最近のクラブ事情について～ 

先生の意見 

休日のクラブ活動の指導に係る手当は、4 時間超過勤務で 3,000 円、6 時間で 3,700 円。試合で遠征に

行く場合の交通費支給はないため、超過勤務手当から持ち出しとなるので、実際の手当額はもっと少ない。

遠征の場合、早朝から集合して場所取りに行くため、実働は 6 時間どころじゃなく一日中となる。しかし手

当は 6 時間が上限となる。二日間続く試合がある場合,二日間居続けることになるが、普通では許されること

ではない。 

遠征を出張扱いにすると交通費は出るが手当が出ない。また出張とすると振替休日が取得でき、夏休み期

間中に休む。手当か出張かどちらかを選択している。 

全国レベルとなると市が補助してくれるが、全額は出ない。好きな教諭は身銭を切って精力的に遠征に行

っているというのが現状。 

大阪府の教師試験を受けなくなっている。給与面での処遇がひどいからである。漸次給与カットが行われ

ており、その結果、受験生は他の県に流れ、府内の競争率は下がり、質が下がってきている。 

毎年 4 月に誰がどのクラブの顧問になるかでもめる。大変。枚方市は全員顧問制で 4 月の顧問決め会議が

難航する。採用時にそういった説明はない。 
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全員顧問しないとクラブをやれない、顧問がいないと生徒がいてもクラブを廃部にしなければならない。 

先生も転校が多く、自分の専門のクラブが学校になかったら専門外を担当せざるを得ない。 

正直、土日は休みたいけど休めない。教師は日常の業務が多忙でクラブを見てられない。 

週に 1 日は休みが必要、しかし平日に顧問がクラブを見られていないから土日にやることになる。 

教師を補助する役目のものが必要。 

学校のクラブはいろんな子がいる、それをまとめるのが顧問の先生の役割だが出来ていない。アルバイト

の教師、外部コーチ、ボランティア等の活動が必要。 

外部コーチ制が最近増えてきたが問題が多い。 

外部講師がきても学校側からも顧問が必ずいないといけないので休めない。 

外部コーチへの指導、講習等が必要。 

外部コーチの採用等を一括してやるべき。 

教育委員会は現状を把握していない。 

クラブチームと違い学校のクラブは教育という側面が強い。 

クラブの目的は勝負か教育か？顧問の考え次第で決まる。 

教育的配慮では皆が試合に出られるようにする、戦略的配慮なら勝ちにつながる考えで選手を選ぶ。 

子ども達がどこまで望んでいるのかで指導の仕方も変えている 

子どもがどうしたいかを優先するべき。 

クラブはやったほうがいい、暇を活かす、いい経験になる。 

 土日のどちらかはクラブ活動禁止としている自治体もある。 

教師の仕事が多岐にわたりすぎている。採点はあなた、クラブはあなた、としたらいい。外国では担任が

教科を教えない所もある、担任だけ、教科だけ、生徒指導だけ、進路だけとか仕事が細分化されている、そ

うなればクラブ活動もやれる、いくらでも人が入ってくる。知事も教育が大事と言っている、お金が掛かる、

生徒指導主事、授業はなし、体育の非常勤をいれている、枚方市で半数以上の学校がそうしているが、お金

はたったの 5 億円だけです、もっと使えと、非常勤だから授業をしたら終わり、クラブも掃除も見回りもし

ない、授業だけ、子どもとつながり薄い。 

以前やっていてくれたコーチは理詰めで話し、子どもたちが戸惑った試合でも、冷静に理詰めで話して攻

撃パターンを指示して、子どもたちが落ち着いて勝った。今は若い先生が多いが偏っている。この 10 年で

何校か顧問がいなくて廃部になったバスケ部があった。 

学校授業以外の時間を、他の趣味等で使いこなすことが出来ない子が道を踏み外す。そういう子にはやっ

ぱりクラブをして欲しい。クラブをすることで担任以外の先生との繋がりもあり、クラス以外の子とも繋が

りができる、上級生下級生との繋がりも生まれ、多様な人間関係を築くことができる。時にはもめることも

あるが、それを解決していく、いろんな良い効果がある。試合に出られる出られない、俺のほうがうまいの

にというクラブもあるが、全員が試合に出場できるクラブもある。 

同じ実力を持った 3 年と 2 年の選手がいたとして、どちらかを出す場合、教育的配慮なら 3 年生、思い

出になる、戦略的配慮なら勝ったら次の試合のことを考えて、2 年生を使う。親御さんが戦略的価値を求め

るならクラブチームに行ってください、学校のクラブは教育的配慮に重きを置くべき。勝つに越したことは

ないが大事なのは子どもが誰とどういう試合をしたいか、親も悩む、越境してきた子はわざわざやってきた

から勝ちたい、使って欲しいと思う、もとからいる子は他に行くわけじゃないし教育的配慮して欲しい、ど

ちらかになる。 
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保護者の意見 

平日の朝練、夜練、土日の練習と厳しい部活であるが、もっと休みを取らせてほしい。 

顧問の先生と外部顧問とで入れ替わり指導しているので先生は休めるが子どもは休めない。 

土．日の練習もあり顧問の先生も休めていないので、大変だと思う。休みが少ないので家庭と過ごす時間

も少ない。最低週１回は休みにして欲しい。 

部活の顧問が専門外の人なので部活自体がぬるすぎる。 

顧問の先生がいなければ、外部指導員をお願いして欲しいが、外部指導員と学校の方針が違い困ることも

あると思う。         

熱心な顧問の先生とそうではない顧問の先生との温度差があり生徒達は戸惑っている。 

先生が理不尽な怒り方をする。 

先生が変わると部活の体質も変わる。 

最近入部人数が少ないクラブが廃部になった。 

生徒数が少ない為、クラブの数も少ない。選べるクラブがない為、学校外でクラブチームに所属する 

クラブの数を統一して欲しい。 

学校によって入りたいクラブが無ければ越境も考えてしまう。 

生徒数も多く、クラブも豊富にあり選択しも多い。強い選手とそうでない子との先生の対応の仕方に疑問

を感じる。 

クラブに入部している生徒が小人数の為クラブ活動ができない。  

女子のクラブが多く、男子が選べるクラブが少ない。所属したいクラブに男子部がないので、女子の練習

に１人男子が参加している。 

一小一中にこだわらないといけない理由があるのか、生徒が少なくなっていくのが現状である。 

体育系と文化系のクラブの数の差がありすぎる。文化系が多く、選べないので子ども達はクラブ活動せず、

所属しているのみの、幽霊部員である。 

部活の中で保護者懇談会があり、そこで保護者から先生に課題提議する場がある。 

クラブ懇談会がある。顧問の先生と保護者と話せる場があり充実していると思う。 

 毎年クラブの顧問を決める会議が難航すると聞いている。全員顧問制であるなか、先生の異動はクラブに

対して異動しているのではなく、専門ではないクラブを持たなくてはいけないことが出てくると聞いている、

そういう事情から顧問を決める会議が難航するし、親も強く言えないところがある。 

完全顧問制のため、先生は全くやったことのないクラブを担当することへの不満を持っていると思うし、

そういう実態について文句を言いたい。その先生にではなく、教育委員会に言いたい。教育委員会は、経験

のない先生に顧問をさせるなら、最低限の実技を習得させる、応急措置、審判、大会規定等、最低限把握し

ないといけないのに、中学では先生にそれを任せっきりにしている。しかし、先生は本業がありできていな

い。実際、子どものクラブ、部員が怪我をしたことがあったが、顧問はその時職員室にいて何も知らなかっ

た。進路指導に忙しく、その後の経過も把握してなかった。教育委員会に言いたいのは何かあってからでは

遅い、何かあれば顧問の責任、先生は知らないクラブに責任を持ち、授業もあります、その責任を全て先生

に持たされている、知人の教師は夢を持って先生になったのに、クラブとかその先生の思いではないほかの

ことで忙しく、親の対応もしなければならず、先生は精神的に追い込まれる。完全顧問制を考え直してもら

いたい。 
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先生が足りない一方で仕事は増えていく。それを解決するために「外部コーチ」となってしまう。これに

は責任問題や先生との信頼関係、問題が多い。先生を補助するような役割の人を雇い、テストの採点やクラ

ブの補助などをしてもらえる制度を作ればよい。 

子どもが先生に部活の指導を仰いでも忙しくて教えてくれないことや、先生によって違うことを言ったり

して、次第に子どもが離れていく、一方、外部コーチであれば、試合に付いていって、生徒一人ひとりにア

ドバイスもできる。目標に向かっている生徒がいて、それを支える大人がいる。外部コーチが先生の代わり

とまではいかないが、子どもが頼れる大人が一人いると子どもは安定する。 

クラブだけではなく学校生活全体で言えることだが、絶対生徒の話を聞いて欲しい。やんちゃな子も見て

欲しいし話して欲しい。でも先生は聞く余裕が無い、聞いてあげたくても他にやるべきことがある。そうす

ると聞いてもらえない子達は集まってグレていく、聞いてあげないとダメ、この現状を教育委員会に聞いて

欲しい、教育委員会も現場を経験しているはず。 

外部コーチの招聘は先生が独自に開拓しないといけないと聞いている。教育委員会がサポートしてくれれ

ば先生の負担も減る、いい制度と思うが、全面的にやってくれれば。 

 いくら優秀な外部コーチでも、普段の練習では顔を出さず、試合の時に細かい指示を出すなどといったや

り方では、生徒も戸惑うしなにより信頼関係が築けていない。 

大阪の自民府連が外部コーチに試験を受けさせると聞いた。もっと進めて欲しい。応急処置、教育的な指

導、スポーツ指導員と同じような講習を受けるべきである。教育委員会に言ってほしい。 

クラブチームか学校のクラブの選択の際、子どもは迷わず学校のクラブにした。その理由は、クラブチー

ムは勝つための指導になる、個人の感情はそっちのけで、駒みたいな扱いになる、ピッチャーも投げさせる

だけ投げさせて肩壊したらはい次の人となる、個人の人生は見られてないからであると。そんなことよりも、

子どもたちは友達同士で練習もして勝っていきたい、友達と行きたいから学校のクラブにした。 

クラブの良さをわかって頑張っている子や、単にクラブに入っていると内申がいいから入る子もいる、そ

こで不協和音が出る。絶対勝ちたい子、適当ですませばよいと言う子、いろいろな子がいる。それをフォロ

ーするのは先生になる。 

指導が優秀な先生に付いて越境で 7 人の生徒がバスケ部に来た。7 人来たので今までレギュラーをしてい

た子が出られなくなる、そこで中学校のクラブのあり方が問題になった、保護者は勝ってほしい気もあるが、

今までやって来た子も出してほしいと思う一方、先生は勝負に勝ちたいから、越境してきた子がどんどん試

合に出る。リードしてはじめて今までの子も出る。クラブのあり方を考えたとき、どっちもいいと思う。子

どもがしたいことは応援するのが親、叶えさせてあげたい、反対に今までレギュラーだった子が出られなく

なると今までの積み重ねが否定される。保護者の中でも物議があったが、学校は集会をしてくれなかった、

救いは、子ども同士は仲が良かったこと。全国にも行けたし、最後はもとからの保護者もいい経験出来たで

終わった、中学校のクラブのあり方、勝つためなのか、皆平等に出して皆に試合を経験せさせるのがいいの

か、いろんな親も子もいてまとめる先生が大変難しいと思う。 

中学校の部活はクラブチームと違う、求めるものも人によって違う、先生は激務。 

陸上部のコーチをしているが、先生は激務なので総勢 80 人の練習メニューを男女共全部つくっている。

どこまでできるかわからないが、先生のお手伝いになればと思っている。 

子どもがバスケ部に所属しているが、自分もバスケ部であったことから思い入れもあり、クラブ活動にも

意見を言っている。 

二人の学年違いの姉弟が同じ卓球部に所属しているが、取り組み方が全然違う。だがそういう選択ができ
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るのが学校クラブのいいところ。取り敢えず籍を置きやりたい時はやり、休みたい時は休む、土日もどちら

かしかない、だから週に一回は休みがある。入試も塾もある、いいなと思う、一方、指導者が著名な強豪の

クラブは活動に熱心で、試験前もクラブをして問題にもなった。 

 

～その他学校や教職員等を取り巻く事情について～ 

先生の意見 

 市や教育委員会からのアンケートや課題が多く、時間が取れない。 

 保護者からの理解が少ない。 

 昔に比べ、今では生徒と先生との関係性も薄い。 

 子どもたちを育てる環境は、学校・家庭・社会と三方から育てるのが望ましい。 

 会議や研修が多く、実際の実務に特化できる時間が圧迫されている。 

 教職員が精神疾患になることも少なくないのが現状。 

 大阪府の賃金削減により、他府県からの希望者がなく、教職員が少ない。 

 勤務時間が 100 時間を超えることも。 

 現状の教職員が抱えている問題を、教育委員会へ改善案を持ち掛けてほしい 

 保護者が回答する教職員についてのアンケートでは、保護者も教職員とのかかわりが薄いため評価がしづ

らく、また先生たちも評価を気にするあまり生徒に気を遣ったりするおそれもある。 

 

保護者の意見 

 講師は通年いるわけではない。先生が不足しているのではないか。枚方市は教職員が不足した状況が続い

ていると聞いた。 

 講師については、勉強の質に問題はないのか。 

 毎年講師派遣で補っているが、年度ごとに派遣先が変更となるため、生徒との長期的な関係が築けない。 

 

以 上 


