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問 スポーツ祭東京 2013武蔵野市実行委員会（生涯学習スポーツ課内）http://www.city.musashino.lg.jp/kokutai/　☎ 60-2013

スポーツ祭東京2013は、「第68回国民体育大会（国体）」
と「第13回全国障害者スポーツ大会（障スポ）」を一つの
イベントとして開催する国内最大のスポーツ大会です。

9月28日（土）から10月14日（月・祝）の会期中、東京都
のすべての市区町村を会場として、70の競技、57のスポー
ツ行事に加え、多くの関連イベントが開催されます。
武蔵野市でも四つの種目が行われるほか、様々なイベン
トが催されます。
東京都にとっては、約半世紀ぶりの国体（前回は1959
年）と、初めての障スポの開催です。観戦、応援、イベン
ト参加などを通じて、大会を盛り上げていきましょう。

　都道府県持ち回りで毎年開催される国内最
大のスポーツの祭典です。戦後間もない昭和
21年、スポーツを通して、国民に勇気と希望を
持ってもらおうと開催されたのが始まりです。

　国体終了後に国体の開催地で行われる障害
者スポーツの全国的な祭典です。平成13年、
以前から行われていた身体障害者の大会と知
的障害者の大会が統合されて始まりました。

ラグビーとバ
スケットの開催
時に、総合体育
館2階の特設ブ
ースで「武蔵野
地粉うどん」が
振る舞われます。
かつて武蔵野市では、冠婚葬祭のときな
どに地元産の小麦粉でうどんを打ち、お客
様をもてなす習慣がありました。そんな食
文化を伝承しつつ、武蔵野台地で栽培され
た小麦粉を使用してつくるのが「武蔵野地
粉うどん」。各日先着300食です。ぜひご
賞味ください。

謎を解くための手がかりを探して市内を
巡る体験型ゲームです。武蔵野市で3度目

となる今回は、スポーツ
祭東京2013とコラボレ
ーション。市内の歴史や
文化をゲーム感覚で学べ
るようにもなっており、
大人も子どもも楽しめる
イベントです。

日　程 9／14（土）～11／10（日）
会　場 市内全域　　参加費　無料
問合せ 武蔵野市観光機構

☎23‒5900

市内３駅と大会会場周辺の地図に、飲食店、
宿泊施設、お土産などの情報を掲載。
ウォーキング、イベント参加などに便利です。
（９月初旬から市実行委員会、武蔵野市観光
機構、市政センターなどで配布予定）

ご来場には、公共交通機関をご利用ください。

ク イ ズ
ゆりーとが
やっているのは
何のスポーツ？
（答えは４面）

会　場 陸上競技場
日　程 9／29（日） 9：30～ 予選プール
 9／30（月） 10：30～ 決勝トーナメント
＊上記のほか、9／30には女子のエキシビションマッチ 3試合を開催

会　場 武蔵野中央公園　スポーツ広場
日　程 10／12（土） 15：05～ 1回戦
 10／13（日） 9：40～ 1回戦、準決勝、交流戦
 10／14（月） 9：40～ 決勝、3位決定戦
＊雨天中止の場合あり

会　場 総合体育館
日　程 10／4（金）、10／5（土）
  9：30～ 女子 1回戦・2回戦
 10／6（日） 10：00～ 女子 3回戦・準々決勝
 10／7（月） 10：00～ 女子準決勝、男子決勝
 10／8（火） 9：30～ 女子決勝

会　場 武蔵野中央公園（スタート・ゴール）
日　程 7：30～ 8：30受付 ／ 9：00スタート

市内の自然や文化を楽しみながら7㎞または12㎞のコースを歩くイベントです。
参加申込書 市実行委員会、市政センターで配布（市ホームページからも）
申込方法 7／16（火）～8／16（金）に郵送、FAXなどで実行委員会へ
定　　員 先着順で7㎞ 100名、12㎞ 200名 参 加 費　300円（小学生以下無料）

国民体育大会

全国障害者スポーツ大会

７人制ラグビーが国体に初登場！ 音を頼りに戦う視覚障害者の競技。驚きのスピードと迫力！

スピード感あふれる試合展開は迫力満点！ 東京在住の方なら誰でも参加OK!

9月29日●日・30日●月 10月12日●土～14日●月●祝

10月4日●金～8日●火 9月16日●月●祝
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武蔵野市にトップアスリートがやってくる！

国体 正式競技
（成年男子）

国体 正式競技
（成年男子・成年女子）

障スポ
正式競技

国体デモンストレーション
としてのスポーツ行事

ラグビーフットボール グランドソフトボール

バスケットボール

大会会場案内

ウォーキング

＊上記のほか、男子の 1回戦から準決勝までの試合等は小金井市と西東京市で開催

に行こう！

ウォーキング
（スタート・ゴール）

グランドソフトボール

バスケットボール

ラグビーフットボール

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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歴史資料館（仮称）整備計画を策定しました
　昭和46年の「武蔵野市郷土資料館建
設に関する請願」に端を発する資料館構
想は、これまでに様々な検討がなされて
きました。約40年の時を経て、平成24
年に策定された第五期長期計画の中で、
旧西部図書館（境5-15-5）を歴史資料館
として再整備することが示されました。
　この長期計画に基づき、歴史資料館 
（仮称）整備計画検討委員会を設置し、
25年2月に行ったパブリックコメント
と市民説明会に寄せられた意見を踏ま
え、3月に「武蔵野市歴史資料館（仮称）

整備計画」を策定しました。
　整備計画では、武蔵野市の歴史を未来
に継承し、地域の歴史を学ぶ拠点として
の機能と、歴史資料を媒介とした市民交
流拠点としての機能を提供することを基
本理念としています。整備計画に基づき
公文書館機能、民俗資料館機能、古文書
館機能などの様々な機能を備えた施設と
して、26年度中の開館を目指し、準備
を進めています。
　整備計画は市のホームページでごらん
いただけます。

　吉祥寺サンロードに、大
会の情報発信基地として
ゆりーとパーク吉祥寺
がオープン。スポーツ祭東
京2013に関する最新情報
の発信、ゆりーとグッズの
販売のほか、プリクラやス
ポーツ体験コーナーも。毎日、ゆりーとも来ています！
営　業　無休（11月中旬まで）11：00～19：00
所在地　吉祥寺本町1-11-23　バウスタウン1階

☎23-5570

　市内開催の4種目のゆりーと
を車体にあしらったゆりーと
ムーバス4台を運行していま
す。

　吉祥寺アトレ2階にカウントダ
ウンボード
を設置してい
ます。
　藤村女子中
学・高校美術
部員がデザイ
ンしました。

　全国から集まる選手や
応援の方を心を込めて武
蔵野市にお迎えするため、
市内小中学校の児童・生
徒が応援のぼり旗と
横断幕に応援メッセー
ジを書きました。
　また、市内の学校やコミュニティセンターなどで、
プランターを使ってジニア、サルビアなど、たくさん
の花を育てる花いっぱい運動を展開中。
　どちらも会期中、会場入口などに設置します。

みんなで応援！

問生涯学習スポーツ課　歴史資料館開設準備担当

日本で定着しているラグビーが15人制
であるのに対し、その名のとおり1チーム
7人で行う競技です。1883年に、スコッ
トランドで考案され、シンプルな競技ス
タイルが評判となりすぐに世界中に広ま
りました。
国体では今大会から成年男子の部とし
て初登場、2016年開催のリオデジャネ
イロ五輪の正式種目にもなりました。

●見どころ
競技時間は15人制のラグビーが40分
×2のところ、7人制は7分×2。広い
フィールドを少ない人数でカバーするた
め、ボールが大きく動き、スピードと敏
捷性、ハンドリング技術がカギになりま
す。激しいぶつかり合いも醍醐味です。

●過去大会の戦績（15人制）
前回67回大会では、優勝は三重県、

準優勝は広島県。三重県は過去8回で4
度優勝の強豪です。東京都は41回大会
以降、優勝はありませんが、最近では
65回、66回大会で準優勝と、健闘して
います。

バスケットボールは、1891年、アメ
リカの学校の体育部教官が考案したとさ
れており、一人の人物が考案した数少な
いスポーツの一つです。日本には1908
年に初めて紹介されたとされています。

●見どころ
成年男子・女子、少年男子・女子の部

が5市で開催されますが、武蔵野市がメ
イン会場となり、成年男子・女子の決勝
を含む30試合が行われます。
バスケットボールは他の競技に比べ、

攻守の入替りが非常に早く、得点場面の
多いことが特徴です。全国レベルの華麗
なボールさばきとスピーディーな試合展
開から目が離せなくなることでしょう。

●過去大会の戦績（成年男子・女子）
男子は、前回67回大会では開催地の
岐阜県が初優勝。東京都が66回大会で
優勝、千葉県が過去6回で3度優勝と、
関東勢にも注目です。
女子は、前回大会は秋田県の優勝。

66回大会優勝の愛知県は、前回大会で
は準優勝と涙をのみました。東京都も5
年ぶりの優勝を狙います。

●見どころ
ボールの転がる音、掛け声など、「音」が
重要となるスポーツです。全盲の選手が
打った場合、捕球した場合など、場面場面
でルールが変わるため、状況判断や駆け引
きも必要となります。また、全盲の選手で
も全力疾走ができるよう、守備用のベース
と走塁用ベースは形状の違う別のものが用
意されます。
野球の知識さえあればゲーム展開はわか
りますが、このような独特のルールを少し
覚えておくだけで、この競技の奥深さがわ
かり、いっそう楽しく観戦することができ
ます。初めて観る方は、想像以上のスピー
ドや迫力にきっと驚かれることでしょう。

●過去大会の戦績
前回の12回大会は山梨県が3度目の優
勝。11回大会は三重県が念願の初優勝。
そのほか、徳島県、愛媛県などの中国四国
地区勢も優勝の常連です。

視覚障害を持つ方だけで行うソフト
ボールに近いスポーツです。1チーム
10人のうち4人は全盲の選手を入れ
（残りは弱視の選手）、ピッチャーは全
盲の選手が務めます。ボールはハンド
ボールに似たものを使用し（鈴などは
入っていない）、ピッチャーは、キャッ
チャーからの合図でストライクゾーン
を把握し、アンダースローで転がして
投球し、プレイが始まります。
グランドソフトボールの起源ははっ

きりしていませんが、1933年の全国
盲学校学生競技大会が日本における最
初の対抗試合とされています。

検討されている取組

民俗資料の展示・解説 体験学習

入場無料です。
各会場にはフリードリンクコーナーを設置します。
詳しい試合時間は、市実行委員会のホームページ等でご確認ください。

（旧桜堤小学校の民俗資料見学会の様子から）

ラグビーフットボール（７人制） バスケットボール

グランドソフトボール

ピッチャー
全盲選手に限る。
投球は3バウンド以上
でホームベースを
通過させる。

ショート
弱視遊撃手は黄色い腕章。
投球間はピッチャーに
アドバイスするなど、
守備のキーに。

走塁専用
ベース。
平べったい。

守備専用
ベース

競技係員
プレー中は
『お静かに』
の看板が。

キャッチャー
手を叩いてピッチャーに
ストライクゾーンを伝える。

※イラストでは、選手、コーチャーの人数、配置などを一部省略しています。

コーチャー
攻撃側のコーチャー。
打者が打ったら、
１塁ベースの位置を
示すために手拍子等
で合図。すべての塁
にコーチャーがいる。

サード
全盲選手は赤い腕章と
目隠しを着用。
ゴロを捕球すれば
フライの捕球と同様に
即時アウト。

観 戦 ガ イド
スポーツ祭東京2013　武蔵野市開催正式競技
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西側道路の途中、脇道に入り歩い
ていくと、市内で唯一、国登録有形
文化財に登録されている「濵家住宅
西洋館」があります。大正末期に成
蹊学園がアメリカから輸入したもの
で、当時は学生寮として使われて
いました。現在は個人所有の住宅と
なっており、敷地内には入れません。

大正13年（1924）に、成蹊学園が
池袋から現在地に移転した際に植栽
されました。今では樹齢120年にも
なり、学園のシンボルとも呼べる存
在となっています。ケヤキが選ばれ
たのは、武蔵野台地の特色ある樹木
であり、学園の教育方針の象徴にふ
さわしいという理由からであったと
言われています。

吉祥寺駅からバスで約 10分、五日市街道の
「成蹊学園前」で下車すると、そこから成蹊学
園の正門を経て本館までの 150ｍ、正門から
西側道路 450ｍにケヤキ並木が広がっていま
す。季節を美しく演出するこのケヤキ並木は、
東京都「新東京百選」、環境省「残したい日本
の音風景 100 選」にも指定されています。

5L

もいわれています。地上7ｍ付近から根元まで空洞が
あること、また、昭和41年の台風24号により大枝を
折損したことから、保存工事を行い、今も樹勢を保っ
ています。この地は五日市街道にほど近く、古くから
集落のあった場所であり、このケヤキは吉祥寺の発展
の歴史を見守ってきたと言えるでしょう。

確かな記録はありませんが、旧吉祥寺
村開村の頃（1600年代）に植えられたと

駅から徒歩5分、旧本宿のケヤキよりも手前にある吉祥寺シアター
は、劇場とけいこ場が併設された施設で、1階にはカフェもありま

す。また、北西には吉祥寺図書館があります。シンボルツリーのケヤキは図書館建
設前から敷地内にあり、地域の方に親しまれてきました。お散歩のついでにこちら
にも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

吉祥寺駅北口から線路沿いを東に徒歩７分。突き当
たりの手前、ビルと歯科医院の間を入った裏手に、高
さ約30.5ｍ、目通り幹囲5.4ｍのケヤキの大木があり
ます。ケヤキは屋敷林として防風用に植えられること
の多い落葉高木です。

市天然
記念物

都天然
記念物

所在地　吉祥寺北町3　成蹊学園内

所在地 吉祥寺本町
1－35－12

キリトリセン
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小・中学校では、災害時に児童・生徒が自ら適
切な対応がとれるよう、様々な場面を想定した避
難訓練や地域と連携した防災訓練など、発達段階
に応じた防災教育に取り組んでいます。
まず自分の命を守ること（自助）、次に身近な

人を助けること（共助）、そして行政機関による防
災や復興への取組（公助）を学びます。「共助」の
視点から、今年度、全小学校高学年児童を対象に
心肺蘇生とAED（自動体外式除細動器）等につい
て学ぶ応急救護訓練を始めました。中学校ではこ
れまでに引き続き、全2、3年生が普通救命講習を受講しています。

各校の取組
第一中学校では防災課及び武蔵野消防署の協力の

もと、2年生を対象とした宿泊防災訓練を7月に実施
します。また、本宿小学校では24･25年度市教育委
員会教育課題研究開発校として『〈命を守る〉危険を予
想し、回避できる児童の育成』をテーマに、6年間を
通した防災に関する系統的な学習についての研究に取
り組んでいます。10月25日（金）に研究発表会を開催
予定です（詳しくは本宿小学校まで　☎22‒4723）。

　　問指導主事

4月29日（月・祝）に、総合体育館と陸上競技場で、教育委員
会とスポーツ推進委員協議会との共催による「ファミリースポ
ーツフェア2013」を行いました。
ドッヂビーやプチテニス、ユニホックなどのニュースポーツ
コーナーのほか、「スポーツ祭東京2013」のPRを兼ね、横河武
蔵野アトラスターズと武蔵野市ラグビーフットボール協会によ
るタグラグビー体験教室なども行われました。

当日は天候にも恵まれ、家族連れ
など900名を超える方が、総合体
育館や、陸上競技場の青々とした芝
生などでスポーツを楽しみました。

問生涯学習スポーツ課
スポーツ振興係

5月20日（月）、市役所で「開
かれた学校づくり協議会」委員の
委嘱が行われました。教育長から
委嘱状を交付した後、教育委員会
事務局から25年度の教育委員会
の主要施策等について説明を行い
ました。
「開かれた学校づくり協議会」は市立小中学校全18校に設置
されています。保護者、青少年問題協議会、民生児童委員、近
隣幼稚園・高校・大学の先生など、学校を支えてくださる地域
の方々に委員として参加いただき、学校関係者として学校の自
己評価や改善策に関して協議を行います。また、各校の協議会
の代表者と教育委員会の会議も行っています。

問指導主事、指導課 指導事務担当

このガイドは、教育委員会をはじめ、市役所の各部署、生涯
学習振興事業団などの関連団体が行う、成人を対象とした約
330の生涯学習事業をまとめたものです。
ガイドには事業の簡単な内容、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。また、それぞれの生涯学
習事業は「どなたでも」「高齢者の方へ」「親
子または子育て中の方へ」と対象者別に、
講座、イベント、スポーツなどを分類して
表示したほか、生涯学習に関連する市の
制度、施設などの情報を掲載しています。

問生涯学習スポーツ課　生涯学習係

　26年度に就学するお子様で、心身の発達に不安や気がかり
がある児童の就学相談を受け付けています。事前に電話で教育
支援課へお申込みください。
受付日時　6月10日（月）～ 7月31日（水）（以降も随時受付）
　　　　　午前8時30分～午後5時15分（土･日曜、祝日除く）
対　　象　市内在住で来年度小・中学校新1年生になる
　　　　　次のいずれかに該当する児童
①心身の発達に不安や悩みがある
②盲 ･ろう ･特別支援学校または特別支援学級への就学を希
望する
③現在就学猶予を受けているが就学を希望する

　問教育支援課

防災教育に取り組んでいます

25年度 ｢開かれた学校づくり協議会｣
委員委嘱状交付式が行われました

25年度版「大人のための生涯学習ガイド」
を発行しました

就学相談を受け付けています

全校集会時の発災を想定した避難訓練
（本宿小）

AEDを使った応急救護訓練（本宿小）

「むさしの
歴史探訪」
連載中

ファミリースポーツフェア2013を
開催しました
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平成25年、一小は開校140周年を迎えました。一小の歴史をご紹介しましょう。

一小の始まり（明治６年）
「研磋学舎」と称し、安養寺を仮校舎と
して創設されました。当時は児童89名
が、お寺の本堂を教室代わりにして、2
人の先生から勉強を教えてもらいまし
た。明治8年に「吉祥寺学校」と改称し、
さらに、明治14年には八幡神社の境内
に移りました。男の子はかすり、女の子
は花模様のもんぺの着物を着て、腰に弁
当箱を巻き、草履か下駄を履いて学校に
通いました。

校舎の引越し（明治44年）

現在の一小の場所に新校舎が完成し、
移転を機に「第一尋常小学校」と改称し
ました。学校の周りは畑で囲まれ、所々
に林や森で囲まれた農家やお寺が見えま
した。

三石館（旧体育館）の落成（昭和22年）
食べる物も着る物も不足している時代
で、教室も足りません。雨の日も体育が
できるようにと、小さな体育館をつくる
ことになりました。そこで、5、6年生
150人が多摩川まで行き、１人3個の石
を運び、体育館の土台にする石としまし
た。そこから「三石館」という名前がつ
きました。みんなの力を合わせること、
学校を愛することは今でも引き継がれる
一小の精神です。

戸で別人が作ったと言われています。尊像は、市
内最古の記銘をもっており、近世作例としては珍
しい乾漆造（像の概形に麻布を漆で貼り重ねて形
作る技法）です。普段は非公開ですが、7、8月の
年2回の御開帳の際に見ることができます。

元禄年間（1688～1704）に京都の
仏師が尊像を作り、台座と光背は江

毎年8月の第1土・日曜日は、観音
像の御開帳に合わせて、吉祥寺サン

ロード商店街振興組合主催の「月窓寺門前市納涼
盆踊り」があります。縁日、スイカ割り、フラダン
スなど、にぎやかな夏祭りで多くの人が訪れます。

吉祥寺駅からサンロードを北に進み 4分、左手にある
月窓寺の観音堂に安置されています。座高は 37㎝、光
背等を含めた総高は 99㎝になる金色彩の観音像です。

市有形
文化財

所在地
吉祥寺本町1－11－26
月窓寺内

吉
祥
寺
学
校
の
頃
（
明
治
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年
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キリトリセン

　武蔵野市の教育に関する様々な施策は、５人の教育委員による教育委
員会の会議で決めています。会議は原則公開で行います。
　３月から６月までに定例会を４回開催し、７の議案、１の協議事項、
17の報告事項について話し合いました。
◆議決事項：教育委員会部課に関する規則の一部を改正する規則　
 学校教職員互助会規則を廃止する規則
◆協議事項：各課の主要事業
◆報告事項：25年度教育費予算（案）について
 教育センター（仮称）検討委員会報告書について
 歴史資料館（仮称）整備計画の決定について
 図書館についてのアンケート調査結果について
 体罰に関する本市の実態と今後の対応について　ほか

問 教育企画課　教育企画係

　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。
　３月から６月までの間、定例会を４回開催しました。
◆協議事項：25年度補助金交付事業の審査について
 25年度生涯学習事業プロポーザルについて
 教育委員との懇談会について　ほか

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係

教育委員会の会議（３月～６月）

社会教育委員の会議（３月～６月）

小学校 中学校 区分

固定学級
子どもが毎日通って

学習する、学籍のある
学級です。

大野田小：むらさき学級
境 南 小：けやき学級 第四中：群咲学級 知的障害

大野田小：いぶき学級 第四中：いぶき学級 肢体不自由

境 南 小：いとすぎ学級※ 第六中：いとすぎ学級※ 病弱（院内）

通級指導学級
通常は学籍のある学

級（学校）で学習して
いますが、必要に応じ
て決められた日時に通
う学級です。

桜 野 小：こぶし学級
第 四 小：はなみずき学級
井之頭小：（26年度新規
　　　　　 開設予定）

第二中：こぶし学級 情緒障害等

桜野小：こだま学級
第一中：エコールーム 難聴

言語障害

武蔵野市では、子どもたちの発達の状況や障害の状態に応じて適切な教育ができ
るよう、特別支援学級を設置しています。今号から 3回にわたり、各学級の活動
をご紹介します。
今回は、知的発達に遅れがあり、通常の学級では効果的な学習が困難であったり、

身辺自立や集団参加に特別な配慮を要したりする子どもを対象とする学級（知的障
害）の紹介です。

むらさき学級・けやき学級では、「自分のことは自分でできる子」を目指して、それぞれの
児童の様子や教科等に合わせて、小グループを編成して様々な学習に取り組んでいます。
また、様々な行事への参加や、通常の学級との交流及び共同学習などを通して、お互いの

理解を深める活動も行っています。

たくさんの行事や体験を通
し、体力の向上や協調性を養い、
日々の積み重ねを大切に、学習
に取り組んでいます。また、年
間を通し水泳指導を行い、体力、精神力の向上に努めています。

むらさき学級 けやき学級 群
む ら さ き

咲 学 級
大野田小学校

特別支援学級編

境南小学校 第四中学校

むらさき学級 けやき学級

1学期

山登り遠足
いぶき学級との
合同宿泊学習

運動会

むらさき・けやき合同交流会

2学期
運動会、学芸会 遠足、移動教室

学芸会
多摩特研連合運動会

3学期 むらさき・けやき合同お別れ遠足　
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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

学校だより

問 教育支援課　特別支援教育係

※武蔵野赤十字病院内

けやき学級
移動教室 ※多摩特研

　…多摩地区特別支援教育研究会

むらさき学級
いぶき学級との合同宿泊学習

1学期 遠足、体育祭、修学旅行、多摩特研球技大会

2学期 移動教室、多摩特研マラソン大会、四中祭、
職場見学、もちつき会　

3学期 合唱コンクール、多摩特研劇と音楽の会など

主 な 行 事

主 な 行 事

富岡製糸場見学

（上から下に）サッカー、テニス、陸上競技、ボクシング、バレーボール、体操（新体操）、卓球、柔道、山岳（リード・ボルダリング）、ボウリング、相撲、アーチェリー、ダーツ、ラジオ体操、
フォークダンス、フラダンス。これらはすべて、都内のいずれかの市区町村で開催されます。詳しくは東京都の公式ホームページをごらんください。http://www.sports-sai-tokyo2013.jp/

クイズ
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