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大規模集合住宅建設予定地
変更学区域

桜野小
第二中 第二小
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（1） 「境2丁目22番の区域」を桜野小学区・第
二中学区から第二小学区・第六中学区に
変更

（2） 平成32（2020）年4月1日以降の新入学者・
転入学者から適用

 ただし、平成31（2019）年4月1日時点に
おける境2丁目22番の居住者については、
桜野小学校・第二中学校に入学できるこ
ととする。

桜野小学校区の一部 → 第二小学校区へ変更
第二中学校区の一部 → 第六中学校区へ変更武蔵野市立学校の学区域が一部変更となります

広域図 拡大図

あれこれ
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市教育委員会では、市立小中学校の児童生徒数が増加傾向にあることから、学校における
適切な学習指導環境を確保するため、7月に学区編成審議会を設置し、学区域見直しの検討
を進めてきました。
桜野小学校については、大規模集合住宅の建設などにより、平成20年度に454人であっ
た児童数が平成30年度には924人となっています。これまで校舎の増築などの対策を行っ
てきましたが、引き続き高い水準での児童数の推移が見込まれ、また、学区域内に新たな大
規模集合住宅の建設も計画されています。
このような状況を踏まえて、学区編成審議会において変更案を策定し、保護者や地域関係
団体への周知説明や意見募集を経て、答申がまとまりました。答申を受けて教育委員会とし
て下記のとおり学区域を一部変更することを決定しました。（平成32（2020）年4月から変更）

市教育委員会では、副校長や教員の負担軽減を図り、地域と連携した教育を
推進することを目的として、平成28年度から市立小・中学校に各1名の地域コー
ディネーターを配置しています。
例えば、地域の方にゲストティーチャーになっていただく、子どもたちに地

域で農業体験をさせたい、職場体験先を探したい…そう思っても、他地区から
異動してきて日の浅い教員は、地域に関する十分な情報を持っておらず、人材

や活動先を探すのもひと苦労です。
そんなとき、地域コーディネーターが学校と地域との架け橋となり、様々な
教育活動に地域の力を活用できるように尽力しています。
学校支援の輪を地域に広げていくことで、次世代を担う子どもたちを育む、
さらに質の高い教育を目指します。

●学校との関わり
「いつ、どこで、どんなことを、どんな目的で
活動したいのか」学校のニーズを把握するため
には学校とのコミュニケーションが大事です。
学校のよきパートナーとして連携・協働関係を
築いています。

●地域の方々との関わり
様々な知識や技能、経験を持つ地域の方の情報を収集し、
地域の方が学校の教育活動に関わりやすい場づくりなど
を行います。
地域ですでに活躍している方も、これから関わりたいと
いう方も、地域コーディネーターが学校と地域を繋ぎます。

●企業や地元商店との関わり
各企業・地元商店の条件や状況などを把握し、
職場体験や出前授業などの教育活動に関わって
いただけるようにコーディネートします。

問 指導主事

問 教育支援課　学務係

問 指導課　教育推進室

平成32年
（2020年）
4月から

関前南小　島田　豊文
これからも学校と地域との
架け橋となるよう一生懸命
頑張ります。

千川小　伊藤　さつき
学校と地域ができることを協力し合い、
楽しみながらつながりを作っていくこ
と。子どもたちのために、そのお手伝
いをしたいと思います。

第五小　藤井　陽子
人脈・経験・生活者の視点を生かし、
先生方をサポートしています。
地域の皆さん、いつも温かい
ご支援をありがとうございます！

大野田小　市川　祐子
活動を通して、学校と地域を結び、
手探りながら達成感を感じていま
す。つながりの輪がもっと広がっ
ていくと嬉しい！

第四中　寺島　芙美子
毎年、朝のあいさつ運動・
防災教育・検定試験などの
お手伝いをしています。

第四小　大矢　寵子
子どもと大人、みんなの
地域愛を育むお手伝いが
できたら嬉しいです！

第三中　足立　恵子
今後は三小・本宿小・四小の
地域コーディネーターと連携
して活動していきます。

本宿小　髙木　須磨子
地域みんなの目で子どもたちを見守り
たい！ 多くの方に行事に参加してもら
い、本宿小の良さを知ってほしいです。

第三小　垣原　睦惠
学校からの要望で茶道の先生方
をご紹介しました。お点前を一
生懸命に学ぶ子どもたちは輝い
ています。

第一小　平田　由美子
学校が必要としている
人材を探し、
先生に喜んでいただけた
ときはとても嬉しいです。

第一中　本郷　伸一
先生はもちろん、子どもたちの力
になれるように、常に一期一会の
気持ちで協力しています。

井之頭小　守谷　洋子
地域に住んで30年。
新しいこと、お得情報など、
地域力の素晴らしさを
実感しています。

第六中　大谷　壽子
地域と学校・ＰＴＡとの
橋渡しができれば
嬉しいです。

第五中　秋山　聡
地域の方々にご協力いただ
き無事に職場体験が終了し
ました。関前南小、五小の
地域コーディネーターと連
携し、日々楽しく活動しています。

第二中　土屋　清枝
学校と地域のパイプ役として、
協力しながら地域コーディネー
ターの活動をがんばります。

桜野小　後藤　真澄
桜野小は市内一のマンモス校
ですが、日ごろからＰＴＡ、
各団体、地域の方々とコミュ
ニケーションをとり、必要な
人材をマッチングできるようにしています。

第二小　後藤　肇
６年生を対象に企業訪問を
企画しました。
すごくいい体験になったと
思います。

境南小　大矢　照男
学校と地域との橋渡しとして、
地域との “ふれあい授業”の
発展と、先生への協力を
考えながら活動しています。

学校と地域をつなぐ地域コーディネーター
― 質の高い教育をめざして、地域の力を学校へ―

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国で
一斉に学力・学習状況調査が実施されています。これは、平成
19年度から行われている調査で、調査結果は教育施策の成果と
課題の検証や改善、学校における児童・生徒への教育指導の充実
や学習状況の改善等に役立てられています。
今年度の調査は、平成30年4月17日（火）に、小学校6年生と

中学校3年生を対象に実施されました。

 調査結果 【平均正答率　%】

対象学年 小学校　第6学年 中学校　第3学年
教科名 武蔵野市（都との差） 東京都 全国 武蔵野市（都との差） 東京都 全国

国語A 82（＋8） 74 70.7 81（＋4） 77 76.1

国語B 65（＋8） 57 54.7 70（＋7） 63 61.2

ABの差 【17】 【17】 【16.0】 【11】 【14】 【5.2】

算数・数学A 76（＋9） 67 63.5 75（＋10） 67 66.1

算数・数学B 66（＋11） 55 51.5 59（＋10） 49 46.9

ABの差 【10】 【12】 【12.0】 【16】 【18】 【19.2】

理科 71（＋9） 62 60.3 70（＋5） 65 66.1
※「都との差」及び「ABの差」については、市教育委員会で追記した数値。

 本市の状況の概要 

 調査内容 
（1）教科に関する調査

主として「知識」に関する問題
〔国語Ａ、算数・数学Ａ、理科〕

主として「活用」に関する問題
〔国語Ｂ、算数・数学Ｂ、理科〕

・身に付けておかなければ後の学年
等の学習内容に影響を及ぼす内容

・実生活において不可欠であり常に
活用できるようになっていること
が望ましい知識・技能 　など

・知識・技能等を実生活の様々な場
面に活用する力に関わる内容

・様々な課題解決のための構想を立
て実践し評価・改善する力などに
関わる内容 など

（2）質問紙調査

児童・生徒に対する調査 学校に対する調査

・学習意欲、学習方法、学習環境、
生活の諸側面等に関する調査

・学校における指導方法に関する取
組や学校における人的・物的な教
育条件の整備の状況等に関する 
調査

・すべての調査で全国及び東京都の平均正答率を上回っている。小学校「国語Ａ」「算数Ａ」、中
学校「国語Ａ」「数学Ａ」が、平均正答率75％を上回っており、今回出題されている学習内容を
概ね理解していると考えられる。

・主として「知識」に関する「Ａ問題」と、主として「活用」に関する「Ｂ問題」の差を比較すると、
算数・数学では、全国及び東京都と比べ「ＡＢの差」は小さい。国語では、全国及び東京都と
比べ「ＡＢの差」は、ほぼ同様である。また、主として「知識」に関する「Ａ問題」と主として「活用」
に関する「Ｂ問題」を一体的に問う「理科」の平均正答率が、小・中学校でおよそ70％である。

・国語では、話し手の意図を捉えながら聞き、自分の考えをまとめたり、複数の資料の内容を関
連付けて理解したり表現したりすることや文章を読む際に目的に応じて情報を整理して内容を
的確に捉えること、算数・数学では、グラフから読み取ったことに基づいて適切に判断するこ
とや数量を関連付けて根拠を明確にして記述することや数学的な表現を用いて説明すること、
理科では、観察・実験の結果を整理し分析して考察した内容を記述することや自分や他者の考
えを検討して改善することなどに課題がある。これらのことから、より一層、知識・技能を活
用する力を伸ばすための学習活動や課題解決的な学習活動を充実していく必要がある。

セブン&アイホールディングスの社員研
修体験をコーディネート。6年生には貴
重な体験となりました。（第二小）

子どもたちの集団下校の見守りも、地域
の方々にご協力をいただいています。

（本宿小）

オリンピック・パラリンピックに向けて、
地域在住の外国人による外国文化につい
てのお話会を開催しました。（関前南小）

春と秋に3、4年生が地域の皆さんと 
一緒に花を植えます。（大野田小）

武蔵野地域コーディネーターMAP

地域コーディネーターの役割

地域コーディネーター　　　　活動紹介



子育てや学校生活で悩んでいる方へ

教育委員会の会議（7月～11月）

社会教育委員の会議（協議事項・研修など）
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市の教育に関する様々な施策は、教育長と4人の教育委員による会議で決定
しています。7～11月の間には定例会を5回開催しました。議案、協議事項、主
な報告事項は以下の通りです。

■平成30年第7回定例会（7月4日（水）開催）
議案第13号 平成30年度武蔵野市教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価報告書（平成29年度分）について
議案第14号 武蔵野市小中一貫教育検討委員会答申の取扱いについて
議案第15号 武蔵野市学区編成審議会の設置について
協議事項  教科書採択に係る教育委員会の運営について
報告事項  武蔵野市立学校ブロック塀の緊急点検について　他7件

■平成30年第8回定例会（8月2日（木）開催）
議案第16号 平成31年度使用中学校道徳教科用図書採択について
議案第17号 平成31年度使用小学校教科用図書採択について
議案第18号 平成31年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書採択について
報告事項  武蔵野市小中一貫教育あり方懇談会の設置について　他2件

■平成30年第9回定例会（9月7日（金）開催）
報告事項  教育部主要事業業務状況報告について　他10件

■平成30年第10回定例会（10月3日（水）開催）
議案第19号 武蔵野市文化財保護委員の選任について
報告事項  武蔵野市教育委員会職員の人事異動の専決処分について　他5件

■平成30年第11回定例会（11月7日（木）開催）
報告事項  武蔵野市学区編成審議会の答申について　他2件

問 教育企画課 教育企画係

問 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

問 総合体育館

◆教育委員会定例会を傍聴しませんか？
定例会等は原則公開ですので、傍聴を希望される方は、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。最新の情報は市ＨＰをご確認ください。

平成31年 1月9日（水）午前10時～／2月6日（水）午前10時～
 3月1日（金）午前10時～

■定例会等
8月 2日（木） 教育委員との懇談会・8月定例会
　 ・生涯学習計画策定に向けた市民意識調査について　他
9月25日（火） 管外研修
　 ・友好都市である千葉県南房総市の社会教育施設見学等
10月23日（火） 10月定例会
　 ・生涯学習計画策定に向けた市民意識調査について
　 ・生涯学習計画の策定委員について　他
11月27日（火） 11月定例会
　 ・生涯学習計画策定について
　 ・平成31年度補助金について　他

■東京都市町村社会教育委員連絡協議会
　多摩地区26市町で構成されており、今年度は本市が会長市を務めています。
10月23日（火） 役員会・拡大役員会
10月24日（水）～ 26日（金）　全国社会教育研究大会
10月27日（土） 第5ブロック研修会に参加
11月15日（木）～ 16日（金）　関東甲信越静社会教育研究大会

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。

所在地　吉祥寺北町 4-11-37　大野田小学校　地下１階
受　付　月～金曜日（祝日を除く）　午前 9時～午後5時

教育相談 ☎0422‒60‒1899武蔵野市ロードレース出場者募集
～第59回市内駅伝競走大会・第28回市民健康マラソン大会～

「図書館基本計画 中間のまとめ」
にご意見をお寄せください

3月10日（日）に開催する武蔵野市ロード
レースの出場者を募集します。申込は1月5
日午前9時から先着順（1月11日までは市内
在住・在学・在勤者のみ。駅伝はチーム全員
が市内在住・在学・在勤であること。駅伝中
学の部のみ1月31日午後9時必着分までで
抽選）。陸上競技場の改修工事のため集合・
スタート場所、日程等が例年と異なります。大会の詳細、所定の申込用紙は 
http://www.musashino.or.jp/ をご確認ください。申込はファクス（要受
信確認）または直接総合体育館 56-2200、FAX 51-5493へ。

図書館の基本機能である貸出・閲覧のほか、地域課題解決に関する支援や、
図書館利用者層の変化など、図書館を取り巻く環境変化に伴う諸課題への対応
や、図書館における施策等の着実な実施のため、平成29年度より実施してき
た図書館基本計画改定について、このたび「中間のまとめ」を作成しました。 
「中間のまとめ」に対するご意見を以下のとおり募集します。

種　　目 男 or女 学年 団 or個 優　勝 準優勝 三位

バスケット
ボール

男 1・2 団 二中 五中 四中

女 1・2 団 藤村女子中 二中 四中

バレーボール 女 団 成蹊中 五中 吉祥女子中

バドミントン

男 1 団 一中 四中 三中

女 1 団 四中 三中 吉祥女子中／一中

女 2 団 一中 四中 吉祥女子中／三中

卓　　球
男 団 二中A 四中A 成蹊中A

女 団 成蹊中A 武蔵野女子中A 吉祥女子中A

剣　　道

男 1 個 二中 成蹊中 成蹊中

女 1 個 聖徳学園中 吉祥女子中 成蹊中／吉祥女子中

男 2 個 都立武蔵中 成蹊中 成蹊中／都立武蔵中

女 2 個 成蹊中 吉祥女子中 二中／吉祥女子中

男 3 個 成蹊中 成蹊中 都立武蔵中／成蹊中

女 3 個 吉祥女子中 吉祥女子中 吉祥女子中／成蹊中

野　　球 男 1・2 団 四中 三中 成蹊中／六中

ソフトテニス
男 1・2 団 成蹊中Ａ 成蹊中Ｂ 一中

女 1・2 団 四中Ａ 四中Ｂ 一中／六中

サッカー 男 団 成蹊中 四中 一中

市内中学校
陸上競技大会

男 団 四中 二中 成蹊中

女 団 四中 二中 三中

硬式テニス
男 団 都立武蔵中 成蹊中A 成蹊中B

女 団 五中A 二中A 成蹊中A

団：団体戦　個：個人戦

8月17日（金）から11月4日（日）
にかけて武蔵野総合体育館、陸上競
技場などで行われました市内中学校
総合体育大会について、結果をお知
らせします。
本大会は、昭和40年から始まり、
今年で54回目を迎えました。
今年は13校が参加し、全10種目
の競技を行いました。陸上大会では、1種目で新記録が出るなど、生徒は日頃
の厳しい練習の成果を存分に発揮していました。

問 指導課　指導事務担当

受付期間 12月31日（月）まで（期間末日必着）

提出方法 郵送、メール、ファックス　＊提出様式は自由（住所、氏名明記）

提 出 先 中央図書館
住所：武蔵野市吉祥寺北町4-8-3
メールアドレス：LB-CHUUOU@city.musashino.lg.jp
FAX：51-9317

＊「中間のまとめ」は市内図書館3館、市政センター、コミセンで閲覧可。図書館ホームページにも掲載。

問 中央図書館

平成
30年度 市内中学校総合体育大会の結果


