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問 教育企画課

教育部内に設置した小中連携教育推進委員会で検討を重ねた結果、武蔵
野市の子どもたちの課題を解決し、これまで取り組んできた知・徳・体の
バランスのとれた教育を一層推進していくためには、小学校と中学校との連
携を発展させ、義務教育9年間を通して、小・中学校が培った経験を生かし、
意図的・計画的に発達段階に応じた小中一貫教育を進めていくことが有効で
あるとの結論を平成28年2月に得て、導入について検討しています。
報告書では、小中一貫教育を通して、子どもたち一人一人の個性や能力を

最大限に伸ばす教育を実施することにより、武蔵野市教育委員会が掲げる
「知性・感性を磨き、自ら未来を切り拓く子ども」という児童・生徒像の実現
を目指すこととしています。ここでは、ワーキングチーム会議や市民意見
交換会での市民意見の聴取を通じて導入について検討を進めている武蔵野市
の小中一貫教育をご紹介します。

想定される主な教育内容

○知・徳・体のバランスのとれた教育の一層の推進 ○小・中学校9年間の連続性・系統性を大切にした教育の実施
○学ぶ意欲、人間性・社会性を高める教育の実施 ○小中一貫教育の効果の観点から4ｰ3ｰ2制学年区分の想定や施設一体型の学校整備など

平成27年6月に学校教育法が一部改正されました。第一章 第一条では、
学校の定義を規定しています。この条文の改正で、小学校、中学校、高
等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校のほかに
新たに「義務教育学校」が規定されました。

先行実施校の様子 －京都市立凌
りょうふう

風学園－

京都市立凌風学園は平成24年4月に京都市で4校目となる「施設一体型小中
一貫教育校」として開校した学校です。平成27年4月現在33学級、学園生は773名、
教職員は84名です。各教科の専門教員による指導を一部実施しています。

凌風学園の職員室は、一つであり、小学校と中学校の教員が日常的に顔を合わせる環境があります。学校運営も学園が一つの組織として教育活動に取り組んでいます。
凌風学園は、義務教育9年間を4ｰ3ｰ2の3つのステージに分け、「4年生の成長」「7年生のリーダーシップ」「下級生のモデル」を3つのステージそれぞれの利点と
しています。

項　　目 内　　容

知
●教科担任制の導入
●興味・関心を高める学習
●主体的・協同的な学習
●発展的学習の実施

● 5年生から教科担任制を導入し、増加する学習内容に対応する専門性の高い授業を実施します。
● 1～ 4年生では、学習への興味・関心を高め、基礎・基本の確実な定着を図ります。5～ 7年生では、
学習意欲、基礎的・基本的な力を土台に、問題解決能力の育成を図ります。8・9年生では、生徒一人
一人が身に付けた力を活用して、学習内容を深める授業を実施します。

徳
●特設教科・武蔵野市民科（仮称）の実施 ● 5～ 7年生では、自主・協同・社会参画をキーワードとして、地域学習や地域活動、市民性を高める教育

やセカンドスクール等を通して、武蔵野市に根ざした市民性を支える資質・能力を育成します。

●メンター制度（異年齢のペアによる
サポート）の導入

●生徒の年齢の差を生かし、4年生と8年生、5年生と9年生とのメンター制度を導入します。下級生は、悩み
を相談したり学校生活のスキルを学んだりし、上級生は、下級生との対話から人との接し方を学びます。

体
●学級担任（教科担任）と学習指導員に
よるティーム・ティーチングの実施

●体育の専門的な知識や経験がある学習指導員を配置し、1～4年生では体力と健康の基礎づくりを、5～
7年生では体力・運動能力の向上をそれぞれ図るとともに、教員への授業支援を行います。

●部活動体験及び部活動の実施 ●運動好きな子どもを育てるため、従来、中学校へ入学後に実施していた部活動を5年生から導入すると
ともに、専門的な知識をもつ方を外部指導員として配置することにより、部活動の質の向上を図ります。

義務教育学校について

学校の種類 小 学 校 中 学 校 義務教育学校

就学期間 6年間 3年間 9年間
校　　長 1名 1名 1名
副 校 長 1名 1名 3名

「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について（答申）」
中央教育審議会（平成26年12月22日）から抜粋

小中一貫教育の取組に係る成果と課題について
成　　果

学習意欲の向上、学習習慣の定着

いわゆる「中1ギャップ」の緩和

自己肯定感の向上、思いやりや
助け合いの気持ちの育成
指導方法への改善意欲の向上、
教科指導力・生徒指導力の向上
小・中学校が協力して指導に当たる
意識の高まり

課　　題
9年間の系統性に配慮した
指導計画の作成
教職員の負担の軽減、
負担感・多忙感の解消、負担の不均衡
小学校高学年における
リーダー性や主体性の育成

人間関係固定化への配慮

中学校の生徒指導上の問題の
小学生への影響

小中連携教育推進委員会報告書より

～小中一貫教育の可能性の議論を通して～

小・中学校の教職員が合同の職員室 学園生の様子「挨拶運動」

１面　より確かな、より豊かな、武蔵野市の義務教育を求めて
２面　活動開始！ 学校と地域をつなぐ地域コーディネーター
　　　Sports for All
３面　5周年記念　プレイス・フェスタ2016
　　　大人のための生涯学習ガイドを発行しました
　　　吉祥寺図書館リニューアル
　　　むさしの給食・食育フェスタ
　　　企画展「戦争と武蔵野Ⅱ」／武蔵野歴史探訪
４面　武蔵野市いじめ防止基本方針「子どもたちの願い」の更新
　　　武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱の一部改定

発行■武蔵野市教育委員会　編集■教育企画課　☎0422-60-1894　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　http://www.city.musashino.lg.jp/kyoikui/index.html
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教育推進室では、昨年度より、開かれた学校づくり協議会代表者会や校長会で意見を伺いなが
ら、学校教育を支える地域人材のネットワーク構築・コーディネート機能（※1）の整備を進め
てまいりました。
今年度に入り、各校1名ずつの地域コーディネーター（※2）が校長から推薦され、この18名の
方々を対象に、委嘱状交付と業務説明を行う第1回地域コーディネーター連絡会を5月20日（金）
に武蔵野市役所で開催しました。
地域コーディネーターの皆様には、教育推進室の学校支援コーディネーター（※3）と連携し、
下図のような役割を担っていただくことになります。
教育推進室では、年2～3回程度、地域コーディネーター連絡会を開催し、学校ごとの地域の協
力者の発掘状況や活動状況等について情報交換を行う予定で、今後も「ネットワーク構築・コー
ディネート機能」の向上を図りながら、学校の教育活動の支援や教員の多忙化の解消を推進して
いきます。

誰もがスポーツに参加できる環境づく
りを目指して、武蔵野市はオリンピック・
パラリンピック等国際大会に向けたイベ
ント名を「Sports For All」としました。 
この言葉は、オリンピック憲章においても
奨励されているものです。

日　時：9月19日（月・祝）　10:00～ 16:00
場　所：武蔵野プール（屋外）

※詳細は8月1日号市報及び市ホームページをご覧ください。
※詳細は8月1日号市報及び市ホームページをご覧ください。

日　時：9月25日（日）　10:00～ 16:00
場　所：武蔵野総合体育館メインアリーナ

5月8日（日）に、武蔵野陸上競技場にて、「Sports for All ラグビー」を開催し
ました。午前中はラグビー体験コーナーで、トライやタックル、ゴールキック
などを気軽に体験していただきました。午後は、廣瀬俊朗氏（元日本代表主将）、
ホラニ龍コリニアシ氏（日本代表選手）、冨岡鉄平氏（「東芝ブレイブルーパス」
監督、元日本代表）、田村一博氏（ラグビーマ
ガジン編集長）によるトークショーとルール解
説、ゲストによる実況解説付き試合観戦を行
いました。快晴の天気の中、597名の方に参
加していただき、ラグビーの魅力や楽しさを、
一日丸ごと体感していただきました。

問 生涯学習スポーツ課　オリンピック・パラリンピック担当

問 指導課　教育推進室

Sports for All シンポジウムを開催しました

Sports for All カヌーを開催します

Sports for All ラグビーを開催しました

Sports for All バレーボールを開催します

6月26日（日）に、武蔵野スイングホールにて、「Sports for All シンポジウム～
指導者、競技者、ジャーナリスト。オリンピック・パラリンピックを彩ってきた
人たち。」を開催しました。野口智博氏（日本大学文理学部教授、TV解説者）、松村 
亜矢子氏（元シンクロナイズドスイミング選手。北京オリンピック日本代表・
チーム5位入賞）、上村知佳氏（車椅子バスケット
ボール選手。ソウルパラリンピックから5大会 
連続で出場）、高樹ミナ氏（スポーツライター）に、
オリンピック・パラリンピックの魅力、それぞれ
の立場から見たオリンピック・パラリンピック
について紹介していただきました。

①乗ってみようカヌー…カヌーに乗るところから練習して、カヌーポロ等
の体験をします。※事前申込みとなります。

②誰でもカヌー…実際の競技に使われるカヌーを使用したカヌーの乗艇 
体験を行います。

ブラジルのリオデジャネイロで、8月5日（金）から8月21日（日）までオリンピッ
クが、9月7日（水）から9月18日（日）までパラリンピックが開催されます。4年
後の東京2020オリンピック・パラリンピックをどのように楽しもうか想像しな
がら、この夏のオリンピック・パラリンピックを観てみてはいかがでしょうか。

リオ大会を観てみよう！

内
　
容

①体験コーナー（午前中）…初心者も楽しめるバレーボールの体験や、パラ
リンピック種目でもある「シッティングバレーボール」を体験できます。
②ゲスト選手によるトークショー、バレーボールレッスン（午後1時から）
…ゲスト選手の一流の技に触れ、一緒に練習をすることが出来ます。
　※バレーボールレッスン参加は、事前申込みとなります。

内
　
容

※1「ネットワーク構築・コーディネート機能」とは
　教育センター構想実現に向けて、教育委員会指導課
に平成27年4月に設置された教育推進室の5つの機
能のうちの1つ。学びのネットワークを構築するた
めの「地域の教育力の学校教育への支援」「大学生の
地域ボランティア活動の学校支援」「家庭や地域等へ
の支援」や、コーディネート機能としての「人材支
援協力者リストの改訂」「地域コーディネーターの 
活用」を通して、武蔵野市の知的・文化的な資源や
環境、人材を学校教育に活かしていく環境づくりを
進める。

※2「地域コーディネーター」とは
　学校ごとに、開かれた学校づくり協議会や青少年問
題協議会等の協力を得ながら、地域での人材発掘や
交渉・調整等を行っていただく地域の方で、校長が
推薦し、市教育委員会で委嘱する。

※3学校支援コーディネーターとは
　地域コーディネーターや学校からの相談を受けて、
人材の情報提供や支援を行ったり、企業、NPO法人、
大学等に対して人材の依頼等を行ったりする市の
職員で、主に地域における学校支援コーディネート
機能を統括する役割を担う。

地域コーディネーターによる学校支援の流れ

学校支援コーディネーター

地域コーディネーター

依頼

相談

地域人材の
紹介

地域人材の
情報提供

学　　校

相談 支援

地域コーディネーター委嘱状交付式

学校と
地域を

つなぐ

Sports for All

学校をサポートします！
～教育推進室の様々な取り組み～

活動開始！
地域コーディネーター

昨年発足した「教育推進室」では、この4月に調査・
研究に関する専門嘱託員を迎えました。
武蔵野市の教育の方向性を示すためのデータや解決
すべき課題を分析するなど、本市が抱える当面の教育
課題に対する調査・研究機能の充実に向け活動します。
また、多くの学校では、新規採用の若手教員をはじめ 
出産休暇や育児休暇を取得する教員が増えています。
教育推進室では、これまでの若手教員への指導に加え、
出産休暇や育児休暇の教員に代わる臨時的任用教員
に対する学習指導や学級運営を支援するための教育
アドバイザーを派遣し、学校教育が一層充実するよう
に努めています。
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安養寺の門前にある高さ117センチ、幅39.5センチ、厚さ13センチの
石塔です。寛文5年（1665）の建立で、「南無阿弥施仏　甲辛供養」と彫ら
れています。甲辛は庚申のことと見られ、庚申の日に寝ないで夜を徹する
庚申講という行事を記念して建てられた庚申塔と考えられます。多くの庚
申塔には三猿や青面金剛が彫られますが、この石塔には文字で阿弥陀仏が
彫り込まれています。30余名の名前も彫られており、そのうち10名が石
塔の建てられた前年の寛文4年（1664）の検地帳にも見え、吉祥寺村の開
発に携わった者たちであること
がわかります。女性の名前も刻
まれ、庚申講には女性も参加
していたことがうかがえます。

K

K

吉祥寺の四軒寺には、安養寺、月窓寺、蓮乗寺、光専寺があります。安養
寺は岸光山吉祥院といい、開山した賢乗は寛文8年（1668）に亡くなった
と伝わります。安養寺境内には、安永2年（1773）に鋳造された江戸時代
のものとしては市内唯一の鋳銅製の梵鐘があります。身高は102.5センチ、
竜頭高は37センチ、口径は69センチ、駒爪厚は7センチです。竜頭の二本
の角は江戸時代のものの特色をよく表しています。表面には多くの刻銘が
あります。願主は吉祥寺村の小美野源助で、先祖供養のために奉納したこ
とが記されています。製作は鋳物
師七之丞とも呼ばれた境村の高橋
甚右衛門です。現在、大晦日の除
夜の鐘以外は撞かないようにし
ていますが、かつて安養寺の鐘の
音は吉祥寺に響き渡ったことで
しょう。

あんようじ
ぼんしょう

こうしん
くようとう

所在地　吉祥寺東町1－1－21
安養寺内

所在地　吉祥寺東町1－1－21
安養寺内
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7月9日（土）に開館5周年を迎えた武蔵野プレイスにおいて、記念
の総合イベントを31日（日）まで開催しています。以下のイベント
の他、多彩なプログラムをご用意しています。ぜひお越しください。

※詳細は市報6月15日号もしくはプレイス・フェスタ特設ホームページ
　http://www.placefesta.jpをご覧ください。
※7月6日・13日・20日・27日（水）は休館日です。　　問 武蔵野プレイス　生涯学習支援係

会場：ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイス（武蔵境駅南口徒歩1分）

〈日程とイベント〉　※入場無料　※当日、直接会場へ
7月1日（金）～ 31日（日）
9:30～ 22:00

読んでつながる！みんなのオススメ本
オススメ本と紹介コメントの展示

7月17日（日）
14:30～ 16:30

シネマプレイス ～日曜の午後の映画会＆トピックトーク～
映画監督をお迎えするトーク付上映会

7月17日（日）
20:00～ 20:30

天体観望会
天体望遠鏡を使った自由観望

7月21日（木）～ 31日（日）
9:30～ 22:00

あなたの街の市
しかつんちゅ

活人展スペシャル
市民活動をしている方を紹介するパネル展示

7月26日（火）～ 31日（日）
9:30～ 22:00
7月31日（日）14:00～ 15:00
トークセッション

武蔵境・プレイス今昔物語
～写真と映像でふりかえる 境のまちとプレイス展～
地域映像アーカイブ・事業アーカイブの展示と、
武蔵境地域のこれからについて考えるトークセッション

7月30日（土）
14:00～ 16:00

プレイス・コンシェルジュ
～あなたにぴったりのプレイスが見つかるかも～
武蔵野プレイス利用者懇談会

7月30日（土）15:00～
（全パフォーマーが終わり次第終了）

武蔵野プレイス×むさしのFM　青少年 SUMMER LIVE
青少年によるダンスおよび音楽発表会

展 示

展 示

展 示

大人のための生涯学習ガイドは、教
育委員会をはじめ、市の各部署、生涯
学習振興事業団などの各種関連団体が
行う481以上の生涯学習事業をまとめ
たものです。事業の簡単な内容、費用、
日時、場所、問合せ先等が記載されて
おり、気になる情報をすぐに調べられ
ます。生涯学習に関連する市の制度・
施設などの情報も掲載しています。
市役所・図書館・市政センター・コ

ミセンなどで配布しています。
問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係

現在の武蔵野市役所から武蔵野中央公園付近の広大な敷地
に存在した中島飛行機武蔵製作所。
製作所開設に至った背景やアメリカ軍による爆撃をはじめ、同

製作所を中心とした武蔵野にかかわる戦争の歴史を紹介します。
昨年開催した企画展「戦争と武蔵野」をより掘り下げ、またご好
評をいただいた展示造作「戦争から平和への道程」も改めて展示
する予定です。

鉄兜 エンジン（発動機）の部品

問 武蔵野ふるさと歴史館

来年度に築30年を迎える吉祥寺図書館（吉祥寺本町1‒21‒13）
について、地域特性を活かした特徴のある図書館として再整備を
行うため、平成26年度より行ってきた検討を基に報告をまとめ、
平成27年度に方針を決定しました。今後は、報告書で定めた施設
コンセプト「小さなオアシス吉祥寺図書館　～気軽に楽しく知的
な出会いを～」や3月に実施したアンケートのご意見等を活かした
施設の実現を平成30年を目途として目指していきます。吉祥寺
図書館の新たな展開にご期待ください。

問 中央図書館

武蔵野ふるさと歴史館では、戦後70年であった昨年に引き続
き、企画展「戦争と武蔵野Ⅱ」を下記の日程で開催します。

今年も「むさしの給食・食育
フェスタ2016」を開催します。
毎年好評の給食人気メニュー

の試食ができる「むさしの食堂」、
「魚のさばき方教室」（魚の解体
ショー）、「作ってみよう！給食マフィン」（調理実習）、給食で使
用している食材や調味料の販売を行う「むさしのマルシェ」など、
盛りだくさんの企画で皆様をお待ちしています。

問 一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団

日　　時　8月20日（土）
　　　　　10：00～ 14：30
場　　所　市民会館
　　　　　（住所：境2 ｰ 3 ｰ 7）
※給食試食など、一部有料

5周年記念 プレイス・フェスタ2016にでかけよう！

吉祥寺図書館がリニューアルします！

大人のための生涯学習ガイドを発行しました

企画展「戦争と武蔵野Ⅱ」を開催します

～味わって・体験して・知ろう 武蔵野の食育～
目指せ！ 食のメダリスト
むさしの給食・食育フェスタ2016にでかけよう！

期　　間　7月17日（日）～ 9月29日（木）
会　　場　武蔵野ふるさと歴史館 

第二展示室（企画展示室）
開館時間　9：30～ 17：00　入館無料
休　　館　金・土・祝日
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四季を通じて市内外から多くの人が訪れる憩いの場、井の頭恩賜公園。
東京都指定史跡井の頭池遺跡群の一部として、古くより知られているこの
公園の一角に井の頭自然文化園はあります。そこでは、貴重な天然記念物で
ある様々な生き物たちが暮らしています。

吉祥寺通り（公園通り）の西側にある動物園（本園）では、様々な動物たち
に会えますが、その中には学術上の価値が高く、天然記念物として保護され
ている動物たちもいます。国の天然記念物であるツシマヤマネコやツシマテ
ン、カラスバトなどがその例で、特に、ニホンカモシカやニホンコウノトリ、
タンチョウなどは特に重要な価値が認められ、国特別天然記念物に指定され
ています。
また、吉祥寺通りの東側にある水生物園（分園）にいるミヤコタナゴやオ
オサンショウウオといった動物も天然記念物として指定されています。ミヤ
コタナゴはかつて東京やその周辺で広く見られた魚でしたが、現在は絶滅の
危機に瀕しており、東京では既に絶滅してしまったとも言われています。
これらの動物たちは、天然記念物として文化財に指定されているため、出生
や死亡、移動の際は、文
化財保護法等に基づいて
届出をすることが義務づ
けられています。武蔵野
市では、武蔵野ふるさと
歴史館が届出を受け、天
然記念物をはじめとした
貴重な文化財を保護し、
後世へ伝えていくために
取り組みを続けています。

所在地　御殿山1－17－6

カラスバト ニホンカモシカ

タンチョウ ツシマテン

キリトリセン

教育支援センターでは、専門の相談員（臨床心理士）が、子育て、
心や身体の発達、いじめ、不登校などの相談をお受けします。

子育てや学校生活で悩んでいる方へ

所在地　吉祥寺北町 4-11-37　地下１階
受　付　月～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00

教育相談 ☎0422‒60‒1899

教育委員会定例会を傍聴しませんか？

社会教育委員の会議（3～6月）

○文化振興に関する方針の検討

○東京2020オリンピック・パラリンピック等国際大会に向けた
取り組みの推進（新規追加）

○小中一貫教育の検討（新規追加）

○学校教育施設の改修及び再整備（新規追加）

○教育センター構想の推進

○総合体育館、陸上競技場施設の改修

○旧桜堤小学校跡地の整備と桜野小学校第2校庭としての活用
○図書館のあり方の検討

○子どもの貧困への対応

○総合的な放課後施策の推進
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市の教育に関する様々な施策は、教育長と4名の教育委員による
会議で決めています。3月から6月の間、定例会を4回開催しました。

大綱は、「基本理念」「施策の基本的方向性」「重点的な取り組み」で
構成されていますが、このたび以下のとおりに「重点的な取り組み」
のみを改定しました。

問 教育企画課 教育企画係

問 企画調整課・教育企画課

問 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

教育委員会では毎月、定例会（臨時会）を開催しています。
定例会等は原則公開ですので、希望される方は、市役所5階
教育企画課へお越しください。
※議事により非公開になる場合があります。
※当日傍聴前に申請書をご記入いただきます。

◆今後の定例会の予定　※変更する場合があります。
8月4日（木）13：30～、9月8日（木）9：30～
10月5日（水）10：00～、11月2日（水）9：30～

社会教育委員は、主に学校教育以外の青少年及び成人に対して
行われる組織的な教育活動に関して、教育委員会へ助言することを
目的に設置されています。

4月に6名の新任を含めた11名の方に、社会教育委員として委嘱
しました。
◆協議事項 など
・「生涯学習事業補助金」「子ども文化・スポーツ・体験活動団体
支援事業費補助金」の審査をしました。
・教育委員と懇談を実施します。
・定例会を行っています。

武蔵野市教育、
文化等の総合的施策の大綱を

一部改定しました

武蔵野市いじめ防止基本方針
「子どもたちの願い」の更新

武蔵野市及び武蔵野市
教育委員会では、平成26
年7月に武蔵野市いじめ
防止基本方針を策定しま 
した。その際、大人が考え
た方針だけでなく、子ど
もたちが自ら考えた言葉
や願いを盛り込みました。
今回、いじめの問題を
風化させず、常に子ども
たちが意識していくこと
ができるよう、いじめ防
止に関する各学校の活動
から出てきた意見などを 
再度募り、「子どもたちの
願い」の部分を更新しま 
した。市立小・中学校等で
掲示し、いじめ防止の意
識啓発を図っていきます。

問 指導主事


