
   

   

   

平成２９年 第８回 
 

武蔵野市教育委員会定例会 
   

平成２９年８月２日  

於  教 育 委 員 会 室  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

武蔵野市教育委員会  

 



－1－ 
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   教  育  長  宮 崎 活 志     教育長職務代理者  渡 邉 一 衛 

   委    員  山 口 彭 子     委    員  山 本 ふみこ 

   委    員  小 出 正 彦 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 竹 内 道 則 教育企画課長 大 杉   洋 

教 育 企 画 課 
教 育 調 整 
担 当 課 長 

渡 邉 克 利 指 導 課 長 秋 山 美栄子 

統 括 指 導 主 事 木 下 雅 雄 教育支援課長 牛 込 秀 明 

生 涯 学 習 
ス ポ ー ツ 課 長 長谷川 雅 一 

生 涯 学 習 
ス ポ ー ツ 課 
武蔵野ふるさと 
歴 史 館 
担 当 課 長 

栗 原 一 浩 

生 涯 学 習 
ス ポ ー ツ 課 
武蔵野ふるさと 
歴 史 館 副 参 事 

小 山 佳 幸 図 書 館 長 養 田 重 忠 

────────────────────────────────────────────── 

○日  程 

   １．開  会 

   ２．事務局報告 

   ３．議  案 

     議案第10号 平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択について（平成30・31 

           年度使用） 

     議案第11号 平成30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 

     議案第12号 当面の学校給食施設の整備方針について 

   ４．協議事項 
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     （１）平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択について 

     （２）平成30年度使用小・中学校特別支援学級 教科用図書採択の候補につい

て 

     （３）市立小中学校児童生徒数増加への対応について 

     （４）学区変更案について 

   ５．報告事項 

     （１）武蔵野市スポーツ推進委員の委嘱の専決処分について 

     （２）第１回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告について 

     （３）第２回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告について 

     （４）武蔵野市学校給食施設検討委員会報告書について 

     （５）中島飛行機武蔵製作所関連資料調査について（報告）案 

     （６）吉祥寺図書館改修工事に伴う臨時窓口の開設について 

   ６．その他 

 

 



－3－ 

午後 １時３０分開会 

────────────────────────────────────────────── 

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第８回教育委員会定例会を開会いたします。 

  初めに、会議録署名委員の指名を行います。 

  本日の会議録署名委員は、武蔵野市教育委員会会議規則第36条の規定により、私から

山口委員、山本委員、そして私、宮崎、以上３名を指名いたします。 

  次に、傍聴についてお諮りいたします。 

  定員の範囲内で傍聴の申し込みがあった場合、本日の傍聴を許可することに異議ござ

いませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしの声でございますので、それでは傍聴を許可いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

◎協議事項 

○宮崎教育長 これより、議事に入ります。 

  本日の議事は、都合により、初めに協議事項の１及び２、その後、議案第10号及び議

案第11号を議題とし、休憩の後に議案第12号以下を議題といたしたいと思いますが、こ

れに異議ございませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 では、異議なしの声がございますので、異議ないものと認め、まず、協議

事項１、平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択についてを議題といたします。 

  それでは初めに、協議事項１、平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択の候補につ

いて、統括指導主事から説明をお願いいたします。 

○木下統括指導主事 本日の協議事項でございます、平成30年度、31年度に使用する小学

校道徳教科用図書採択の候補についてご説明いたします。 

  初めに、この小学校道徳教科書採択について、本日に至るまでの経過をご説明いたし

ます。 

  資料１、平成30年度使用小学校道徳教科書採択について、ご覧ください。 

  義務教育諸学校では、各教科の授業において、文部科学省の検定を経た教科書を使用

することが義務づけられています。今年度は、平成30年度から新たに文部科学省の検定
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教科書を使用する小学校「特別の教科 道徳」の採択となります。 

  今回の教科書採択を行うに当たり、教育委員会で円滑に教科書の採択が行えるよう、

資料等を提供するために採択協議会を設置し、学識経験者やＰＴＡの代表者、学校の先

生などさまざまな立場の方に委員としてお入りいただき、教科書の採択に関する協議を

していただきました。その際、実際の見本本や、次にご説明いたします教科別調査委員

会で作成した資料を参考にしていただきました。 

  教科別調査委員会は、採択協議会のもとに設置し、本市の小学校の教員の中から、道

徳の指導において専門性の高い実績のある教員を委員として委嘱し、広い視野から調査

研究を行い、調査研究資料を作成しました。また、各小学校においても、校長や副校長

を初め教員の方々に、教科書の内容について意見をいただきました。 

  資料１の裏面をご覧ください。教科書見本本の発行者の一覧です。ご確認ください。 

  それから、既にご覧いただいておりますが、各小学校からの意見と市民の皆様からの

意見のファイリングを中央の机上に用意しております。 

  各小学校にも教科書の見本本を回覧し、先生方から多くのご意見をいただきました。

また、市民の皆様から広く意見をいただくため、教科書の見本本を中央図書館、吉祥寺

図書館、武蔵野プレイス、教育推進室で展示いたしました。その際、26人の方が閲覧し、

13件のご意見をいただきました。そのほか、教育委員会に２件の要望書が送付されてい

ますので、ご確認ください。 

  教育委員の皆様には、これまで多くの時間をかけながら、これらの資料や意見、要望

をご覧いただくとともに、採択の対象となる教科書に目を通していただき、それぞれの

教科書の内容や構成、特色について検討するなど教科書研究を進めていただきました。

そして７月20日には、非公開ではございましたが、第２回教育委員会臨時会を開催し、

教科書を確認しながら、採択候補の案についてご協議をいただいたところでございます。 

  本日、改めて小学校道徳教科用図書についてご協議いただき、採択すべき教科書の候

補をお決めいただきたいと思います。 

  初めに事務局から、採択協議会の協議結果や、それを踏まえて行われた７月20日の教

育委員会臨時会における協議内容についてご説明した後、ご質問、ご意見をいただき、

１つの候補を決めていただくという形で進めていきたいと考えております。その後、議

案としてお諮りいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  説明は以上でございます。 
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○宮崎教育長 特にこれまでの経緯等について説明がございました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  よろしいですか。 

  それでは、協議に入ります。 

  それでは、改めて説明をお願いいたします。 

○木下統括指導主事 ご説明申し上げます。 

  道徳の教科用図書は、東京書籍、学校図書、教育出版、光村図書出版、日本文教出版、

光文書院、学研教育みらい、廣済堂あかつきの８者です。 

  小学校学習指導要領の道徳の目標は、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ため、道徳的諸価値についての理解をもとに、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に

考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実

践意欲と態度を育てると示されております。 

  それでは、教科別調査委員会の調査結果をもとに行われた採択協議会の協議内容をご

説明いたします。 

  東京書籍。従来の副読本と同じ教材が多いため、児童の発達的段階に合った教材が多

く取り上げられている。自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方に

ついての考えを深めるための工夫が随所にみられる。 

  学校図書。「読み物」と「活動」の２部構成となっており、読み物コラムが充実して

いる。また、オリンピック・パラリンピックを初めとするスポーツにかかわる題材を積

極的に取り入れ、児童の興味・関心の高まりに応えている。 

  教育出版。同じ価値項目の教材を複数並べて扱う配列の特徴があり、発展的な学習を

「ジャンプ」として取り上げている教材が揃っていて、工夫が見られる。 

  光村図書出版。「考えよう」で、考え、議論することのイメージを子どもたちにわか

りやすく伝えている。また、教材とコラムをあわせた「ユニット」を位置づけ、物事を

多面的・多角的に考えられるよう工夫されている。 

  日本文教出版。生活目標や学校行事、他教科等の学習内容、伝統的な行事の実施時期

などとの関係を考慮した教材の配列や、学習の進め方の参考となる「学習の手引き」、

別冊の「道徳ノート」に友達の考えを記録するスペースを設けるなどの工夫がある。 

  光文書院。Ａ４判に近いサイズで、写真やイラストを多く用いており、キャラクター

の問いかけを通して児童が多面的・多角的に考えられるよう工夫している。 
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  学研教育みらい。Ａ４判サイズで、写真や挿絵を多く用い、問題解決的な学習を通し

て、自他の生命を尊重して、よりよく生きる態度を育てるなど、自らの生き方について

の考えを深める学習ができるよう工夫している。 

  廣済堂あかつき。別冊の「道徳ノート」や各教材の読み物資料の後ろの「学習の道す

じ」に、児童に考えさせる内容や話し合いのポイントを示し、児童が多面的・多角的に

考えられるよう工夫している。 

  以上の調査結果について、「特別の教科 道徳」では評価が入ってくるので、ノート

に学習の記録や児童の考えを書かせることが必要になる。学校図書出版や日本文教出版、

廣済堂あかつきの３者に付属のノートがあり、若手教員や道徳に精通していない教員で

も授業がしやすくなるという面がある。 

  一方で付属のノートは、学習内容が全て決められ、融通がきかなかったり、少し学習

内容を変えようと思っても変えづらかったりする面があるため、教員によって賛否両論

あると思う。 

  付属のノートは、書く分量に負担を感じる児童も出ることが予想される。付属のノー

トの発問どおりに学習を進めた場合、書くことに多くの時間を要し、考える道徳、議論

する道徳に至らない学習展開になるおそれがある。また、付属のノートは、教科書と同

じＡＢ判サイズのため、児童机に教科書と付属のノートを同時に開いて学習するのは扱

いづらいのではないか。 

  教育出版の「学びの手引き」は、問いかけが細かいため、読み取りの授業になってし

まう可能性があり、抵抗感のある教員もいると思う。 

  光村図書出版は、「考えよう」の発問が多く、国語の教科書の問いかけに似ており、

議論する道徳にするための活動の工夫が、他の教科書に比べ不足している。 

  東京書籍は、「いじめのない世界へ」というテーマが中心に据えられており、子ども

自身が、いじめの解決が大事な問題であると感じられる内容である。 

  光文書院は、重点課題がまとまって配置されていることが特徴である。重点課題を続

けて扱うことによって効果を得る工夫がある。 

  学研教育みらいは、「深めよう」「やってみよう」「広げよう」というコラム的な箇

所が追加され、「特別の教科 道徳」のねらいに向けて取り組む内容がわかりやすいな

どの意見が出ました。 

  これらのことから採択協議会では、東京書籍、光文書院、学研教育みらいが、武蔵野
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市の児童が使用するのに適しているのではないかと協議結果をまとめました。 

  そして、先日の臨時会における協議では、東京書籍は、自分自身、人とのかかわり、

集団や社会とのかかわり、生命、自然、崇高なものとのかかわりの４つのカテゴリーを

発達段階に応じてバランスよく配置している。内容項目の示し方やいじめについて考え

る教材の扱い方など、児童や指導する教員にも道徳の授業を進めやすい内容である。 

  学校図書は、一つ一つの教材が道徳のねらいを踏まえて工夫されていて、全ての学年

でバランスよく配置されている。別冊ノートを設け、「読み物」には設問を入れず、別

冊の「活動」にのみ設問を入れて児童に考えさせる工夫がある。しかし、「読み物」と

「活動」の２冊に分けたことにより、文字情報の分量が多いことや、児童の書くことの

負担が増えることなどの懸念がある。 

  教育出版は、いじめの防止に向けた教材や人物の取り上げ方に工夫があるが、「学び

の手引き」や「ジャンプ」の分量が多いことや、各教材の冒頭の２行が、児童の多様な

考えを引き出すのを制限してしまう懸念があること等に課題を感じる。 

  光村図書出版は、文章量を少なくし、児童に考えさせる場面を増やした教材の構成に

工夫があるが、漫画、イラスト、写真が他の教科書に比べ多過ぎると感じることや、集

団や社会とのかかわりに関する教材が多く、生命や自然に関する教材が少ないこと等に

課題を感じる。 

  日本文教出版は、道徳のねらいに即した独自の教材が多く扱われており、「学習の手

引き」や「心のベンチ」など、児童に考えさせる学習を進める上で効果的である。しか

し、設問が、読み物の各教材の前と別冊ノートの両方にあり、別冊ノートを活用して取

り組む児童の負担が増えることが懸念される。 

  光文書院は、特に高学年で心に響く教材が扱われているが、いじめの防止の視点が他

の教科書に比べ弱いように思えることや、アニメーションのキャラクターの言葉かけが、

児童の多様な考えを制約することが懸念される。 

  学研教育みらいは、いじめ防止に向けた教材や、考え、議論する道徳の授業の実現を

目指した教材の工夫があるが、内容項目が巻末のみに記載されている点がわかりづらい

ことや、功績を上げた現役のスポーツ選手等を多く取り上げている構成に課題を感じる。 

  廣済堂あかつきは、心に響く教材が多く扱われているが、教材の設問と別冊ノートの

内容が十分に連動していないため、別冊ノートを活用して取り組む際に、児童の負担が

増えることが懸念されるなどのご意見がありました。 
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  その結果、東京書籍を採択の候補の案にしたらよいのではないかとのことでした。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 統括指導主事の説明が終わりました。 

  この協議では、各者の教科書を再度確認しながら候補を絞ってまいりたいと思います。 

  採択協議会では、付録または別冊と、こう組み合わせた形の、そうした形になってい

る教科書についてまず協議されたようでございますので、これは大きな特色かと思いま

す。今回、採択対象の教科書としてはですね。まずこのことから少し議論をしたらどう

かなと思いますが、よろしいでしょうか。 

  それでは、まずそのことを先に協議していきたいと思います。 

  事務局の説明を踏まえて、ご意見がございましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 採択協議会において、その前半でいろいろ別冊のノートの議論があったと伺

っておりますが、協議会でのご意見と同様、小さい机の上に多くの資料を載せることに

よる、スペースの狭小感が非常にあると思います。なるべくならノートと教科書の２つ

を広げて見るような機会はできるだけ避けたいと考えます。 

  それからもう一つ、前回の採同様な議論がありましたが、別冊ノート等に分かれてい

て、ノートを忘れてしまった。そのときに先生はどういうふうに対処するのかなという

ことを考えると、やはり１つの冊子に絞っておいたほうがいいのかなと感じました。 

  ただし、この２冊に分かれているノートでも役割がちょっと違って、学校図書の場合

には、「読み物」と「活動」とこれ２つペアで、本来は、本文に書かれている、後ろに

書かれている内容が「活動」に載っているんですね。だからそういう意味では、廣済堂

あかつきと日本文教出版のノートとまた違う役割、機能が違うんですね。 

  その廣済堂あかつきと、それから日本文教出版は、書かなければならない量が非常に

多くて、その時間内にこれだけ書かせるのかと思うような量を、空欄で用意されている。

そこまでやると、学ばせたい内容をやっていただく先生方の負担も大きいし、子どもた

ちの負担も大きくなるのではないかと思います。このような幾つかの視点で見て、別冊

の部分はなるべく避けたいと思いました。 

○宮崎教育長 別冊をつけた形のものは避けたほうがいいのではないかというご意見です

ね。 

  ほかにいかがでしょうか。 
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  山口委員。 

○山口委員 別冊について、とても積極的な取り組みだと思うんですけれども、次のよう

な理由を挙げて、私は、今回はこの別冊のものを使わないでいったほうがいいんじゃな

いかなと考えています。 

  それは１つは、指導者が学級の実態を見たときに、発問にしてもそれぞれにあると思

うんですが、こういうふうに定められていますと、指導の道筋が決まってしまうような

感じがいたします。 

  それに、これは、「活動」と、あとは「道徳ノート」なんですが、教科書として扱っ

ていますので、空欄で終わってはまずいだろうと思うんです。ですので、非常に定めら

れてしまって窮屈になってしまわないかなと思います。 

  今、渡邉委員が言ったように、本当に三者三様なんです。その三者三様にそれぞれの

よさがあると思うんですけれども、どうも使い勝手という点では使いにくいな。 

  それは１つには、学習作業に非常に手間取る。例えば１年生の最初の教材のときに、

それが、「道徳ノート」は30ページを開きましょうと、１年生がそれをやるのはなかな

か困難なことで、そこにかなり時間を要したりするので、こういうところを考えますと、

書く分量とともに、そういう学習作業などを考えると、児童の負担が多かったり、ある

いは、年間35時間、１年生では34時間という中でこなせるかなという思いもあります。 

  発問が定められていて、それが窮屈になるという反面、経験の浅い先生方にはそれが

かえってやりやすいということになろうかとは思うんですが、しかし、それを追ってい

ったのでは、この時間の中に処理し切れるかという思いもありますので、今回は、とて

も建設的な取り組みだとは思うんですけれども、別冊がついていないものがいいのかな

と思っております。 

○宮崎教育長 こちらもまた違った観点から、別冊型ではないほうがという、そういうご

意見でございますね。 

  ほかにございますか。よろしいですか。 

  それでは、今お二人のご意見もありまして、別冊を付随させた形の教科書については、

今回、まだ、「特別の教科 道徳」が35時間、34時間という枠組みの中で行われていく、

そして、先生方はいろんな取り扱いをしていく中で、ややそれによって縛られるところ

が多いというご意見が多かったようでございます。それを頭に置きながら、次には、今

度は中身として全体の教科書をもう一度振り返って見ていきたいと思いますが、よろし
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いでしょうか。 

  じゃ、今度は少し中身の問題で進めたいと思います。 

  それでは、ご意見のある方、どうぞお願いいたします。 

  じゃ、山口委員、お願いします。 

○山口委員 今、別冊がついていたもののことを申し上げたんですが、その別冊がついて

いた学校図書と廣済堂あかつきについて、私が気づいたことをお話ししたいと思います。 

  どちらもこの意気込みが教材開発には生きているなと思って、いい教材文が入ってい

たと思います。 

  まず学校図書から申し上げますと、先ほども言ったように、「読み物」に出てくる教

材の順番と、それから「活動」の冊子に出てくる順番が違うので、ここはちょっと現実

の教室の扱いとしては難しいという、余りよくない点だと私は感じました。 

  しかし、教材開発がとてもユニークで、新たな視点から教材を選んでいるなと。それ

は子どもに感動をもたらしたり共感をもたらして、考えを深めていくということにつな

がっていくと思います。 

  例えば少しだけ例を挙げますと、３年生の「おばあちゃんのおせち」というのがある

んですが、これは、家族の中でおばあちゃんがおせちを作っていくというんですが、他

者の場合、図や写真で、そこにコメントをつけておせちを紹介するというパターンが案

外多かったんですけれども、ここはそういうものではなくて、家族の中のその動きとと

もにそれが示されている良さというのがあると思いました。 

  それから、５年生の「不思議な顔」、これは、とても心にぐっと来る、お面なんです

が、能面ですね。それもとても良かったと思います。 

  それから、６年生の「小石丸がつなぐ千年の糸」という、これも大変良かったんです。

読んでいて、新しい視点で文化を考えられるなと、あまり子どもの日常気づかないとこ

ろがあると思ったんですが、ただ、こういういい教材文があっても、その設問はもっと

工夫してほしいなという思いを持ちました。 

  それから、廣済堂あかつきなんですけれども、「道徳ノート」がついています。この

場合は、教材文の順番で出てこないで、学習指導要領にありますＡからＤの視点ごとに

まとまっているので、これもまたページをあけてみなければ、何ページと示されたペー

ジをあけなければいけないという面倒な点がありました。 

  それから、そのノートの最初に数行がありまして、大体３分の１ページぐらい書いて
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あるんですが、そこに、何々が大切ですとか、何々であることを理解しなければなりま

せんということが書いてあるんです。こういう説明は要らないのではないかな、むしろ

価値の押しつけになってしまうんじゃないかと思いました。 

  それから、教材についてはやはり新鮮なものを感じました。 

  例を３つ挙げますと、２年生の「アフリカゾウのお墓参り」。あ、こういうのがある

んだということは新鮮な感動でした。 

  それから、「おばあちゃんのおふろ」。体が不自由になった祖母を家族が見ていると

いうシーンなんですが、とても訴えるものがありました。 

  それから、５年生の「イチロー選手のグローブ」というのがありました。イチロー選

手そのものを扱ったものは案外あるんですけれども、ここに、グローブの職人さんの立

場からグローブに込める思い、イチローの思いも出ていまして、とてもおもしろかった

です。 

  また、一緒に添えてありましたが、５年生でもう一つ加えますと、バレーボールの横

山友美佳さんのところは心にしみるものがありました。 

  ただ、廣済堂あかつきの場合は、内容項目が、冊子の終わりに内容一覧とだけありま

した。これは教材文のそばにあったほうが、私は、使い勝手がいいと思いました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  今は、学校図書、廣済堂あかつきを中心にお話をいただきました。 

  ほかの方のご意見を伺いたいと思います。 

  じゃ、山本委員、お願いします。 

○山本委員 今、山口先生が、分冊になっている２者のことについて言われたので、私は、

日本文教出版の「生きる力」について言いたいと思います。 

  教科書の名前が「生きる力」というところは、とてもい良いなと思いました。本当に

これを身につけるためにこの特別の教科があるんだなと感じました。分冊になっている

ことで、やはり２冊で１つ、しかも、日本文教出版の場合はノートと教科書の間のダブ

りが気になりました。 

  ただ、教科書には、とてもいい教材がたくさんありました。大切なものをしっかり受

けとめる、それを題材にして子どもたちが話し合うということがしやすい工夫がしてあ

ります。 
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  例えば１年生の教科書には、校歌についての記事が。学校の校歌は、私はとても大切

なものだと思っているんですけれども、このことが取り上げられていることも、評価し

ています。 

  それから、４年生に「いじりといじめの違い」という文章があります。こういうとこ

ろからいじめということが思いがけない展開を見せてしまうことがあるんだなという気

づきもありました。親しくなりたい余りに友達のことをいじるんだけれども、それを果

たして本当にみんなで笑ってしまっていいんだろうかというようなところから出発する

文章です。やはり道徳の教科書の中で、自分たちがそうしたいと願っているわけではな

いのにいじめの方向に進んでしまうということがないように、という姿勢は大切だと思

うので、私には、この身近な題材が光って見えました。 

  しかし、やはり皆で話し合った中でも、私自身も、ノートと教科書が２つに分かれて

いる、子どもにとっての負担感、それから先生にとっての負担感というのは、やはりな

かなか難しいところがあると思いました。それで選ぶところまではいかなかったんです

けれども、教材のよさ、その大切なものをしっかり受けとめる姿勢は評価しています。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  日本文教出版ですね。ありがとうございました。 

  ほかにご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  小出委員、どうぞ。 

○小出委員 私は、副読本がついている学校図書、また日本文教出版、廣済堂あかつきを

見させていただきました。 

  学校図書は、やはり「活動」と「読み物」が分かれているんですけれども、「読み

物」の１年生からのこの右上にある「正直」「誠実」とか、これ、表現が、低学年にと

っては難しいんではないか。「個性の伸長」とか、ちょっとこれは、１年生、２年生、

低学年に合わせたものがいいのかなと思いました。また、色が落ちついて、とても、読

み物、コラムも充実して、良いと思います。ただ、これを２冊、１年生が小さい机に並

べるのはとても厳しいのかなと思っております。 

  日本文教出版ですが、これはノートと教科書が、ページが連動しておりまして、順番

は合っているのでいいと思います。また、目次に色や印の工夫があり、子どもたちが見

やすいと思います。ただ、題材が「ふろく」と「心のベンチ」と分かれているわけです
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けれども、この題材が大体、１年生から６年生まで34から35、「ふろく」が４年生まで

が３、５年生、６年生が４、「心のベンチ」がやはり５から６あるんです。35時間とい

うことを考えると、40以上の項目があるわけで、これを消化するのにはちょっと厳しい

んではないかと。題材があるのに飛ばしていくのも、先生は心苦しいんではないかなと。

一番、日本文教出版が、題材が多く扱ってありました。 

  それから、廣済堂あかつき。生命の尊さや人権、いじめ防止に重点を置いていること

はとてもいいと思います。ただ、こちらもノートと教科書の順番が前後して、やはり山

口委員も言いましたけれども、これは低学年にとっては大変厳しいと思います。やはり

ＡＢ判のため、教科書とノートが大きく、児童にとっては使いにくいと思います。ただ、

この低学年のを読ませてもらいまして、大変に文字の分量としてはちょうど良いのでは

ないかなと感じました。ただ、学校図書さんも廣済堂あかつきさんも、やはり単元、題

材が35から34あるというので、35時間に対して１単位が１時間では厳しいのかなと感じ

ました。 

  ありがとうございます。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  主に付録型でついているところの今度は中身の教材の問題なんかがいろいろと少し出

ているようでございますが、ほかにはいかがでしょうか。ご意見を続けていただきたい

と思います。 

  いかがですか、よろしいですか。 

  では、渡邉委員、お願いいたします。 

○渡邉委員 では、今度は全般的なほうで、今、３者に限っているお話なんですけれども、

私は、私自身の読み方というか観点でちょっと整理してみました。11程視点があるので

すが、まず一番大きいのは、文科省の学習指導要領にある４つの視点ですね。その４つ

の視点というのは、自分自身に関すること、人とのかかわりに関すること、集団や社会

とのかかわりに関すること、生命や自然、崇高なものとのかかわりに関すること、こう

いう４つの視点がありまして、それぞれの教科書が何項目、どの視点を扱っているか、

そういう観点で、数字を資料で作っていただいているのもあります。その中でどの視点

が一番多いのか、印をつけてみるんです。 

  そうすると、低学年のときには自分自身のことが中心になって、だんだん広がってい

く。そういうイメージがありますので、やはり１年生、２年生には、その辺の自分自身
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に関することが多く重点的に載せられると良いな。それで、だんだん学年が上がるごと

にそれが広がっていくと。そういう配置をしていただけると非常に使いやすくなるので

はないかなという観点で見てみますと、それにかなっているのが、東京書籍と、それか

ら学校図書、別冊があるということだったんですけれども、それから学研教育みらいな

んです。 

  それで、なおかつ、その４つの視点の、多いのと少ないのと差をとってみると、その

３者は非常に拮抗していて、35項目中の４つの視点の最大差が５なんです。光文書院は

40あるんですけれども、その辺で、非常に均等化されている中で重点思考が見える。そ

ういう観点で構成をしていただいているということを１つ観点として挙げたいと思いま

す。そういう観点で見ると、東京書籍と、学校図書と、学研教育みらいですね。 

  次に、どんな人物を取り上げているのかという観点で見ますと、最近のオリ・パラの

関係でスポーツ選手を取り上げているところが割と多いんです。ただし、若い選手は、

将来どういう生き方をするのかなという不安感というか、今はいいかもしれないけれど

も、その辺のあたりが少し不安な部分があるということがあります。また、将来こうい

う仕事につきたいという多様性です。それを人物を借りてあらわすべきであろうと。そ

うすると、その多様性のためには、いろんな職種の方を人物に取り上げて、それで、こ

んな苦労をしてこんな結果を出してきたと、そういう観点ですね。それが入っているほ

うがいいと感じます。ところが、余りにもスポーツ選手に偏っているところがあるんで

す。 

  そういう点では、スポーツ選手が多いところが、学研教育みらい、廣済堂あかつきで

す。そこは非常にスポーツ選手が多い。それから非常に少ないところは、東京書籍と日

本文教出版です。その２つは、結構幅広くいろいろな人物を取り上げていると思います。 

  もう一点です。漫画とか図の教材の観点で見ますと、私は個人的には、やはり文章を

ベースにして、子どもたちがいろいろなイメージを作っていただいて、それで、みんな

どう思うというような授業がいいかなって、個人的な気持ちかもしれませんけれども、

そういう点がある。そうすると、例えば漫画とか図を中心にしてしまうと、例えば漫画

の中でキャラクターにしゃべらせると、漫画の表情が見えてしまうので、あ、この人は

こんなに怒っているんだとか、この人はこんなに泣いているんだというのが見えてしま

います。そうするとそこら辺が、イメージを膨らませるときの邪魔になるかな。そうい

うことがなぜ起きたかとか、そういうふうな問いかけもあるかもしれませんけれども、
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やはり全体を見て、こういうときはどう思うというような問いかけのほうが、より考え

方の多様性を引き出せるのではないのかと思います。何かキャラクターの表情だけ１点

で決めちゃうという、決めつけに近くなるというのは、余り私は個人としては良くない

と思いましたそういう点で見ると、漫画とか図を中心にした単元で持っているのが、東

京書籍と、それから学校図書なんです。 

  例えば、非常に多いところは、６年になっても図だけの単元があったりとか、そうい

うのもあって、何で６年にもなって図で見なきゃいけないのかな。例えば間違い探しみ

たいになるんです。ここの人たちでよいことをしているのはどの人でしょうとか、そう

いう問いかけがあって、これってどういうふうに生徒さんたちは読むのかな、という気

持ちが強くなります。そういう点で、その２つ、東京書籍、学校図書が割といいのかな

と感じました。 

  ほかにも体裁等々の観点もあって、これはぜひ各者でやっていただきたいんですけれ

ども、テキストの本文に行数が小さく出ている会社とそうでない会社があるんです。出

ているのがほとんどなんですけれども、５行目、10行目、15行目と本文に記してある例

えば先生が何ページの何行目を見てくださいと言ったときに、やはり下に行数があると

すぐ見つけられます。だけれども、それがないと数えなきゃいけなくて時間がかかって

しまいますよね。そういう点でも、２者だけですが、行数が書いていないのがあって、

学校図書と廣済堂あかつきですが、将来つけていただけるといいかなと思いました。 

  それから４つ目なんですけれども、ガイド、問いかけです。生徒さんに対する問いか

けが、やはり一つの多様性を引き出す要因になると思うのですが、そこに余り力をかけ

過ぎて、たくさんの項目を立てている会社もあります。その中では、そのガイドが少な

いところは、東京書籍と光文書院、それから学研教育みらいです。そこは大体２項目ぐ

らいに限定していて、特に東京書籍は、１項目めはこの文章を読んでどんなふうに感じ

ましたか的な内容で、もう一つが、じゃ、それに基づいて皆さんはどう考えますか、と

いう発展的な思考です。その２点が全体を通じて統一されているんです。そういう構造

は非常によくできているなと感じました。 

  それで、私は、ほかの項目もあるんですけれども、東京書籍が全体的には良いのかな

と思いました。 

  ついでに申し上げますと、形式上ですけれども、さっきの行数もあるのですが、章の

始まりをどこからスタートさせるかということもあります。見つけるときにはやはり右
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ページからスタートが原則だと思うんです。東京書籍は、右ページから必ずしも始めて

いないところがあって残念だったのですがやはり見開きのところでページを探す方が開

くまでの時間が早まるんです。左ページにあると、奥まで開かないとそこへ到達できな

いので、何ページをあけてくださいというのもいいんですけれども、見やすくする工夫

とか、わかりやすくする工夫、すぐ探し出せる工夫、それはやはり限られた時間の中で

うまくやっているところとやっていないところがありますので、ぜひ今後その辺を気を

つけて、テキストを作っていただけるといいなというのが全体の感想です。 

○宮崎教育長 渡邉委員には、人物、漫画、図とか体裁、問いかけ、形式と５つの視点で、

各者についての調査結果に基づくお話をしていただきました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  山本委員、お願いします。 

○山本委員 今の渡邉先生の話を受けて、先生が選びの観点について話されたんですけれ

ども、私もちょっとそのことをお話しします。 

  道徳の教科書としても、言語活動の充実というのは一つの大切な目標になっています。

そのことを十分に受けとめながら申しますが、それでもやはり言語系統だけで子どもと

向き合うというのがなかなか難しい時代になっていると感じています。その観点で私は

教科書を見てみました。 

  例えば私が子どもの時代は、言語で受け取ろう、言語活動を活発にさせようというこ

とを目標にしていたような、そういう記憶があるんですけれども、今はイラストや写真

または映像、動画というものが受け取りやすい、そういう子どもが増えていると思いま

す。もちろん、言語活動を大切にしようねと話しながらも、イラストや写真、映像を受

け止めやすいその性質は、私たち大人も認めて、いろいろな認知の特性があるんだとい

うことを考えていかなければいけないと思いました。 

  ですから、ちょっと渡邉委員と意見が違うと思うんですけれども、私は、光村図書出

版の教科書の作りがとても良いなと思いました。それは、美しくゆったりと組んである

ところ、それから、イラストや漫画もあるんですけれども、その工夫が私には好ましく

感じられました。品性も感じました。採択委員会の意見と少し異なるかと思うんですけ

れども、国語の教科書に即しているというか、似ているというご意見があったんですけ

れども、私は、むしろ光村図書出版の場合は、国語の教科書から離れて、道徳の教科書

ということではこの形でいきますよという意気込みのようなものを感じました。道徳と
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いうのはこういうものだと、スタイルとして、型として渡すのではなくて、さあ、みん

なで考えましょうという姿勢がそこにあらわれていると思います。イラストや漫画、絵

の扱い、光村図書出版はうまいな、と思っているんです。 

  また、渡邉委員の今のご意見を受けて、スポーツ選手のことです。本当にオリンピッ

ク・パラリンピックを踏まえて、スポーツ選手に対する記事がとても多いんです。そし

て、もう一つ私がとても評価しているのが学研教育みらいですけれども、学研教育みら

いは、現役スポーツ選手の記事がとても多い教科書でございました。そして、スポーツ

選手を取り上げるのがよくない、数を減らそうということではないんですけれども、ス

ポーツ選手のサクセスストーリーではなくて、人生のうまくいかなさの価値みたいなも

のを私はもう少し教科書の中に置いても良いんではないかと考えました。 

  ただし、例えば５年生の教科書では、スポーツジャーナリストの増田明美さんが、ご

自分の子ども時代の話を、そんなことがあったのかと思ったんですけれども、ちび、で

ぶなんていうふうに呼ばれてしまって、それを助けてくれた旧友の話なんですけれども、

こういうものがさりげなく置かれていると、似たような思いをした子どもにとっても、

または思わずそんな心ないことを言ってしまった経験を持つ子どもにとっても励ましに

なるなと思いました。 

  そして私自身は、光村図書出版、学研教育みらい、東京書籍を候補に挙げたんですけ

れども、東京書籍は、道徳の教科書としてバランスの良さを感じました。バランスが良

過ぎてなんて言うとあれなんですけれども、もう少し思い切ったものも置かれていたら

いいのではないかと思うほど、バランスが良いと思いました。ただ、こうやって４月か

ら新しい教科として、道徳の教科書を使った授業が展開するということを考えたときに

は、このバランスは評価しなければいけないと思い、迷いに迷った挙句、私としては東

京書籍が武蔵野の子どもたちに一番ふさわしいのではないかと考えた次第です。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  お二人の方に伺いました。 

  ほか、いかがですか。 

  じゃ、山口委員、お願いします。 

○山口委員 教育出版についてお話ししたいと思います。 

  教育出版は、教材文で特に高学年の、その中でもまた人物を取り上げたもので、とて
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も良い教材文があったと思います。しかしながら、これを今度は「特別の教科 道徳」、

道徳科として考えたときに、ちょっと工夫が必要かと思った点があります。 

  それを何点か申し上げますが、１つには、ほかの７者は全部、35の教材文を基本に、

あるいは１年生34の教材文を基本にしているんですが、この教育出版だけは、内容項目

ごとに、１、２年生だったら19、その19の中に１つだったり２つだったりの教材文が入

っているんです。３、４年生は20、５、６年生は22、その中で、その同じ内容項目につ

いて同時に２つ扱っていくのか、あるいは学級によっては、ここは１つにしておいて、

また秋になってこの１つを扱いたいというものもあろうかと思うんです。それが内容項

目ごとにまとまっているので、ちょっと教室に入った場合は指導がしにくいのではない

かなと思った点がありました。 

  それから２点目ですけれども、内容項目のすぐ脇に２行ぐらいのコメントがあるんで

すけれども、これで、既にその数行で規定してしまっているところを感じるんです。例

えば何々が大切ですね、何々することは楽しいですねと、気持ちや考えを初めから限定

してしまっているような面を感じますので、これはマイナスかな、むしろないほうがい

いように感じました。 

  それから３つ目が、「学びの手引き」なんですけれども、これが非常に設問が多い。

一番多いところは６問ぐらい出ていました。それも、何々はどんな気持ちだったでしょ

うとか、何々したのはどうしてでしょう、という設問の仕方で、これは道徳科の教科書

として使うときにちょっと使いづらいのではないかなと思いました。 

  道徳科の教科書として見た場合、もう一つ、話を東京書籍に移しますけれども、今、

山本委員からも話がありましたように、一番安定していたのは、東京書籍かなと思いま

した。それを感じさせた理由は、学習指導要領のＡからＤの４つの視点や、内容項目が

実に明確に、学習者にも良く分かるように示されていた。こういうところに安定感を感

じました。これは、その時間に学ぶことについて焦点化できるし、それから学びの見通

しが学習者にもできるのではないかなと思いました。 

  教材文についてですけれども、東京書籍の場合、どこにもそれはあるんですけれども、

やはり高学年のほうに読み応えのあるものがあり、これはどの会社にもお願いしたいと

ころですけれども、低学年の読み物が余りよくないので、もう少し低学年の心にうんと

響くようなものがあるといいなと、８者を見ながら思っておりました。 

  それで、東京書籍の場合の教材についてですけれども、自分に経験があるような、自
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分の心の動きをまるであらわしているようで、躊躇したり決心したりする、そういう共

感を呼ぶものがあるということとか、あるいは、出来過ぎた主人公ばかりではなくて、

自分と似たり寄ったりだなというような思いを持って考えることのできる教材文があり

ました。 

  そこに感動があると思いますが、それを例にして出してみますと、６年生の教材で３

つ挙げてみますと、「おばあちゃんのさがしもの」というのがありました。この「おば

あちゃんのさがしもの」というのは、いわゆる年をとって認知機能の衰えたおばあちゃ

んを温かく見守っている、こういう家族の人間関係のあり方を考えさせて、感動があり

ました。 

  それから、先ほど、サクセスストーリーだけではないものというのは私も同感でして、

「夢」というのが６年生にありましたが、これは、プロ野球の選手を夢見てやってきた

けれども、努力したけれどもなれなかった。しかし、その野球を通して自分が身につけ

てきたことに今の自分の充足感を感じるということがあって、これもいい文章だなと思

いました。 

  それからもう一つは、「お母さんへの手紙」というのがありました。これは、心臓病

で亡くなった佐江子さんという人の手紙なんです。 

  こういういい感動的な文章があって、子どもたちは、感動をもとに、みんなが共通に

持っている感動で話し合いを深めることができるだろう、考えを深めることができるだ

ろうと思いました。 

  ただ、残念なのは、東京書籍の場合、今３つを挙げましたけれども、それが誰の作な

のか、実在の人物なのであるかどうかという出典が書いていないので分からないんです。

出典は一番最後のところに出ているんですが、それも五十音順で出ているんです。その

五十音順で出ていると、知っているもだったら、あ、これかと当てはまりますけれども、

それが良く分からない。私は、その出典があって、作者があって、実在の人物のイメー

ジがあることは大事だろうと思うんです。きちんとした意図があって出典を載せていな

いのは東京書籍だけじゃなくて、一覧表になっている会社もありましたが、ほとんどは

教材文の最後に出ていましたが、その意図が本当にいいんだろうかと思いました。 

  例えば「お母さんへの手紙」というのが、これは、ずっと東京書籍から廣済堂あかつ

きまで読んでいて、最後に廣済堂あかつきに「365×14回分のありがとう」、これで柳

橋佐江子さんのものなんだなというのが分かったんです。先ほど私、廣済堂あかつきの
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とき、教材開発がよくできていると申し上げましたけれども、ここには、佐江子さんの

お母さんが「佐江子へ」という、佐江子さんが亡くなって数年たってからの思いという

のも添えてあるんです。そういうものと、このただ「お母さんへの手紙」というのと、

やはり重みが違うように思ったんです。だからそのあたりがちょっと東京書籍では残念

なところであります。 

  しかしながら、教材の道徳科の教科書として、例えば、「いじめのない世界へ」とい

う扉があって、そこに２つの教材文が入っていて、直接的ないじめや、いじめを直接は

描いていないけれどもそれを考えさせる教材が組み合わせてあったり、そういうのは長

けているなと思いました。それから情報モラルについても、現実生活に密着した、子ど

もたちに考えさせられる良いものがあると思いました。 

  そのような理由で、私も、武蔵野市の小学校の子どもたちの道徳科の学習としては東

京書籍がふさわしいかなと思っております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。結構詳しく見ていただいているようでございま

す。ありがとうございます。 

  じゃ、小出委員、お願いします。 

○小出委員 東京書籍と光文書院なんですが、道徳科が来年度より授業になります。その

説明ですね、最初、何ページかページを割いて細かく取り組み方が書いてあるのは、と

ても印象に残っております。 

  ただ、残念なのが、東京書籍と光文書院は折り込みがあるんです。ページの最初と、

東京書籍は頭と終わりに、広げるところがあるんです。これが、１年生、２年生、少し

不器用な子になりますと、どう折っていいかわからないと。もしかするとちぎれてしま

うという観点があるので、どうかなと思います。あと光文書院も、最後のページに折り

込みがあるんです。これは、低学年にとっては扱いが難しいのかなと思って見ておりま

す。 

  どの教科書も重さを量らせてもらいました。最近の子どもの教科書は、とても紙が良

いので重いんです。私の子が小学校に通っているときに、かばんがすごく重いんです。

良い紙を使って良いんですけれども、これを量ってみたら、軽いところは１年生で220

グラム、東京書籍ですが、一番１年生で重いのが学校図書で409グラム。うちは簡易用

の量りだから、ぴったりか分かりませんけれども、６年生になると、教育出版の332、
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重いのが廣済堂あかつきの、２つあるので510なので、これは６科目になりますと大体

３キロぐらいになる。子どもにとっては重いのかなというので、コンパクト化と見やす

いのもいいんですけれども、教科書をもうちょっと軽くしていただければ、今の子ども

たち、ありがたいな、持っていくものがとても多いです。中学生もとても多いです。見

やすいのは良いんですけれども、そういうところも配慮していただければありがたいで

す。 

  私も、武蔵野市の子どもたちには東京書籍を推薦させていただきます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。ありがとうございました。 

  ほかにご意見等ございますでしょうか。 

  もう一点、はい、じゃ、渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 今、幾つか観点があったんですけれども、初めと終わりのところにどういう

ものがついているか、その辺も多少興味を持っています。初めのほうは、この道徳の時

間に何を学ぶかという内容でかなりページを割いている会社があって、東京書籍は６ペ

ージ、それから一番多かったのは光文書院なんですけれども、８ページそれがついてい

るんです。やはりメニューというんですかね、これからこんなことを学ぶんですよとい

うあたりの、そういう点でのガイド、それがきちんとつけていただけるといいな。２ペ

ージぐらいで終わっている出版者もあるので、そういう点ではその２者が充実していた

と感じました。 

  それから、最後のほうで、この光村図書出版さんのなのですが、一番最後から２ペー

ジ目にこういう全体の絵があって、これは結構すてきだなと思ったんです。これは自分

という個人からだんだん世界が広がっていって、そこの中にどういうことを学んでいる

かという絵になっている。それは多くの教科書は、全部、目次的に書かれていて、絵に

なっていないんです。それが、これは非常に、自分はこうなんだ、家族やなんかはこう

なんだ、地域の一員として、それから世界の平和に向けてとか、それから、地球で暮ら

す生き物たち、それで全体的な生きるという観点で、３年生の場合ですけれども、整理

されいる。そうすると、そのときは分からなかったかもしれないけれども、後から読み

直してみたときに、あ、こういうことを学んできたんだなと整理がつくのかなと思いま

す。各者いろいろ工夫されたと思うのですが、他者に比べて、あ、こういうところが足

りなかった。当然、まだ、今回初めてで、教科書の会社もなれていない部分もあるかも

しれませんけれども、そういう点でいろいろ充実させていただけると、またよりよい学
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びができるようになるんじゃないかなという期待感がありました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがですか。よろしいですか。 

  じゃ、私も少し言わせていただきたいと思います。 

  私は、例えば子どもたちが一番学校で求められる道徳的判断力とか道徳的実践力とい

うのが、一番求められるのは、やはり子どもたちの身近な問題ではいじめの問題かなと

思うんです。いじめの問題についていろいろ考えさせるような、そういう教材を探して

いただいたり、または作成していただいたり、それから、それを単元構成で作っていた

だいたりしているという点でいくと、私は、東京書籍、光村図書出版、学研教育みらい

のものは、いろいろ工夫していただいているし、また、よく選んでいただいているなと

いう気がいたします。 

  また、これから初めて「特別の教科 道徳」として教科書を使用しての授業が行われ

ますので、率直に申し上げると、私は本当にいいと思ったものはどこにもなかったかな。

つまり、やはりまだ皆さん、いろんな工夫をしている段階。先ほど言ったように、別冊

型と本編のみというのがありますが、それもこうやって分かれている状態ですので、今、

作っていただいている教科書会社の方たちも大変苦心して、いろいろ手探りをしている

状態かと思うんです。これから使用する、来年、再来年といったところで、本当にいろ

いろ今度使ってみての学校のいろんな反応みたいなものが返ってきて、そこに今度は投

影された一層よい教科書がスタートして作られて、そこで本格的に我々が採択していく

ようなことになるのかな、という思いも持ちながら見ておりました。 

  ただ、さっき言ったような点で１つポイントを絞れば、そういう３者のものは、比較

的よく選んでいただいている。それから東京書籍は、やはりバランスの良さといったと

ころでは、それを感じました。あ、これはといった教材も押さえられておりますし、特

にこの編集に当たった方たちで作成された教材といったものも良く出来ていたというよ

うに思いました。 

  私からも簡単に申し上げました。 

  教育委員の皆さんには大変よく詳しく読んでいただいて、皆さんのそれぞれの観点か

らご意見をいただいたと思います。もうほかにございませんでしょうか。よろしいです

か。 
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  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 同じ読み物が何度も何度も出てきて、それをその都度読んだわけですけれど

も、読み物にもぜひ工夫をお願いしたいというのが感想としてあります。ここでお願い

するというのもおかしいんですけれども、それを期待しています。もう少しいろんな読

み物があるんじゃないかなと感じているんです。 

  以上です。 

○宮崎教育長 かなり各者重なっている教材がありましたよね。やはり先生方がこれまで

大変扱った実績が多かったり、扱いやすいものであったりというのがあるのかもしれま

せん。そういうものもございました。 

  ほかによろしいですか。ありますか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 すごく私の心にしみたのが、日本文教出版の「いじめを断ち切る正義」とい

うテーマで「わたしのせいじゃない」というのがあったんです。これはすごくいいなと

思って、みんなに読んでほしいなと思った教材です。１つだけつけ加えておきます。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ほかはよろしいですか。 

  皆さんそれぞれ心に響いた教材もたくさんあって、本当は、さっき私も、どれも、自

分のもので言ったらここにないから、ということもあるし、逆に言うとそういう教材が

どこにもあった。それは本当に感じましたですね。それだけ、やはりこれまでの道徳教

育が、いわゆる資料とか、副読本という形で育ててきた教材というものがあったんだな

という思いをいたしました。 

  それにしても、ここで候補を絞らなければなりません。 

  それでは、お諮りいたします。 

  これまでにいただいた皆様のご意見を伺った結果、道徳につきましては東京書籍を、

採択する教科用図書の候補にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 よろしいですか。異議なしの声がございましたので、それでは、東京書籍

を候補とし、後に議案として再確認をしたいと思っております。 

  以上で、協議１、平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択の候補についてに係る協

議を終了いたします。 
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  続いて、協議事項２、平成30年度使用小・中学校特別支援学級 教科用図書採択の候

補についてを協議いたします。 

  では、これを統括指導主事から説明をお願いします。 

○木下統括指導主事 それでは、平成30年度使用小・中学校特別支援学級 教科用図書に

ついてご説明いたします。 

  ここでは、平成30年度に武蔵野市立小中学校の特別支援学級で使用する教科用図書の

採択についてご審議をお願いするものでございます。 

  特別支援学級で使用する教科用図書につきましては、文部科学省検定済み教科書を使

用することが適当でないときは、他の適切な図書、例えば絵本などを含めた児童用の一

般図書を教科用図書として使用することができます。これは、学校教育法附則第９条の

規定によるものでございます。 

  一般図書からの選定に当たりましては、東京都教育委員会が作成した資料等をもとに、

特別支援学級設置校の校長が児童生徒の実態に合わせて選定しております。特別支援学

級の教員にヒアリングを行い、意見交換等も行っております。 

  資料２、 平成30年度使用小・中学校特別支援学級 教科用図書採択の候補について

をご覧ください。 

  これは、本市の小中学校特別支援学級に在籍する児童生徒の障害の種別や程度、実態

などに応じて、特別支援学級設置校の校長が選定した教科用図書の候補でございます。 

  ７月20日の教育委員会臨時会においても、一般図書の見本本をご覧いただきながら協

議していただきました。本日はそれを受けて、平成30年度に武蔵野市立小中学校の特別

支援学級で使用する教科用図書の候補を決めていただきたいと思います。 

  以上で説明を終わります。 

○宮崎教育長 事務局の説明が終わりましたが、ここで、中央に置いております机上の見

本本を見て内容を確認するための時間を少しとりたいと思います。 

  暫時休憩といたします。 

午後 ２時４４分休憩 

────────────────────────────────────────────── 

○宮崎教育長 それでは、休憩前に引き続き協議を再開いたします。 

午後 ２時４６分再開 

────────────────────────────────────────────── 
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○宮崎教育長 特別支援学級で使用する教科用図書について、ご意見がありましたらお願

いをいたします。 

  よろしいですか。特にございませんか。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 これは感想なんですけれども、いつもこの特別支援学級の教科書を採択する

ときに、教科書を見せていただくだけではなくて、これを使っている授業を見学したい

ということを申し上げていたんですけれども、それが去年から今年にかけて随分実現し

たんです。そうしますと、もちろんそこには教科書があるんですけれども、これをどん

なふうに使うかというと、どうも全部使うわけではなさそうで、でも、その使い方は、

本当にびっくりするくらい魅力的です。 

  それは、どの学級にも、特別支援学級にとどまらず、教科書と子どもたちの関係、そ

の伝え方ということに関して学ぶところがたくさんあるな、と感じています。私たちだ

けではなくて、市民の皆さんや地域の皆さんにも特別支援学級の授業を見学していただ

きたいなと思っております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 教科用図書は使われ方が一番大事だということですよね。特に特別支援学

級についてはそういうことが言えるかと思います。 

  ほかにご意見ございますか。 

  どうぞ、渡邉委員。 

○渡邉委員 今回、新たに採択するというわけではないということは伺っているわけです

けれども、今まで使い慣れている教科書ですから、その現場の先生方がこれを選んでほ

しいということで来ている内容ですので、それに従って判断したほうがいいのではない

かと感じました。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ほか、よろしいですか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  これまでにいただいた皆様のご意見の結果、平成30年度使用小・中学校特別支援学級 

教科用図書につきましては、お手元の資料２のとおり、教科用図書採択の候補として決

定したいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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○宮崎教育長 異議なしの声がございましたので、そのように決定いたします。 

  それでは、後に議案としてこれを再確認いたします。 

  以上で、協議事項２、平成30年度使用小・中学校特別支援学級 教科用図書採択の候

補についてに係る協議を終了いたします。 

  これで、教科書採択に関する２つの協議事項は終了いたしました。 

────────────────────────────────────────────── 

◎議案 

○宮崎教育長 それでは、準備ができたようですので、議案として改めてここにご提出い

たします。 

  それでは、改めまして、議案第10号 平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択につ

いてを議題といたします。 

  指導課長から説明をお願いいたします。 

○秋山指導課長 議案第10号 平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択についてご説明

いたします。 

  今お配りした資料３、平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択についてをご覧くだ

さい。 

  この議案は、平成30年度から２年間使用する小学校道徳教科用図書について採択をお

願いするものでございます。 

  先ほどの協議の結果決定いたしました道徳教科用図書の候補の発行者は東京書籍でご

ざいます。 

  なお、採択いただきました場合、この結果につきましては８月31日までに東京都教育

委員会に報告いたします。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 指導課長の説明は終わりました。 

  この説明についてご意見やご質問がございましたらお願いいたします。 

  よろしいですか。特にございませんか。 

  それでは、ご質問、ご意見がございませんようですので、皆様にお諮りいたします。 

  議案第10号 平成30年度使用小学校道徳教科用図書採択についてを議案のとおり決定

いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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○宮崎教育長 異議なしの声がございましたので、そのように決定いたします。 

  それでは次に、議案第11号 平成30年度使用小・中学校特別支援学級 教科用図書採

択についてを議題といたします。 

  指導課長より説明をお願いいたします。 

○秋山指導課長 それでは、議案第11号 平成30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ご説明いたします。 

  この議案は、平成30年度に武蔵野市立小中学校特別支援学級で使用する教科用図書に

ついて採択をお願いするものでございます。 

  資料４をご覧ください。 

  この一覧表につきましては、教育委員の皆様に事前にご覧いただき、ご検討いただい

ておりますが、小中学校特別支援学級で使用する全ての図書について、特別支援学級設

置校の校長が選定したものを、種目ごとに発行者や書名をまとめた表でございます。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 指導課長の説明は終わりました。 

  この説明についてご意見やご質問がございましたらお願いいたします。 

  よろしいですか。 

  それでは、ご質問、ご意見はございませんようですので、皆様にお諮りいたします。 

  議案第11号 平成30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を議

案のとおり決定いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、そのように決定をいたします。 

  会場を整える時間をとるため、５分間の休憩をいたします。３時に再開をいたします。

午後 ２時５４分休憩 

────────────────────────────────────────────── 

○宮崎教育長 休憩前に引き続き、これより議事を再開いたします。 

午後 ３時００分再開 

────────────────────────────────────────────── 

◎事務局報告 

○宮崎教育長 それでは、事務局報告に入ります。 

  竹内教育部長から報告をお願いします。 
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○竹内教育部長 それでは、私から前回の教育委員会定例会以降の教育委員会の状況等に

ついて報告させていただきます。 

  ７月８日、土曜日、武蔵野プレイス開館以来の来館者が1,000万人を超えました。

1,000万人目の来館者となったのは、よく親子でプレイスを利用されているという関前

在住の女性の方で、当日も小学生の娘さん、息子さんとプレイスの図書館をご利用でし

た。この日は午前10時30分ごろより、市長、教育長、生涯学習振興事業団理事長等で

1,000万人目の来館者をお迎えし、花束や記念品贈呈等のセレモニーを実施いたしまし

た。 

  次に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  夏休みに入って２週間が過ぎましたが、市内の小中学校では夏季水泳指導や面談、補

充教室や学習支援教室などを実施し、それぞれの学校で有意義な夏休みになるように取

り組んでいただいております。 

  このように夏休み中も各学校ではさまざまな活動が行われておりますが、子どもたち

の安全管理や安全指導、特に熱中症対策への注意を喚起し、事件事故の未然防止の徹底

を図っております。 

  また、夏休み期間を活用して、多くの教員研修会も開催されております。校長研修会

を初めとする職層ごとの研修、初任者研修、中堅教諭等資質向上研修の年次研修、その

ほか、教科、領域等の専門的な研修、授業力向上、特別支援教育等の教育課題に関する

研修など、本市主催、あるいは近隣５市共催の研修会に多くの先生方が参加しておりま

す。また、東京都主催の研修会にも先生方が参加している状況でございます。研修で学

んだことを２学期からの授業実践に生かしていただけるものと期待しております。 

  さて、昭和47年から始まりました南砺市利賀村訪問でございますが、今年度は７月25

日から28日の日程で行われました。今年度は、市内の８つの小学校から計15名の５、６

年生の児童が参加し、利賀村を訪問しました。現地の利賀小学校の児童と一緒に丸太な

どを使った家づくりや林業体験、そばの種まき、そば打ちなどを行い交流を深めました。

子どもたちを引率していただいた桜野小学校の金子校長先生を初め２名の先生方には、

深く感謝を申し上げたいと思います。 

  なお、夏休みが明けた９月６日から８日には、利賀小学校の５年生の児童３名が武蔵

野市を訪れ、ホームステイや小学校への体験入学、都内見学等を行う予定になっており

ます。 
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  次に、市内中学校総合体育大会について報告します。 

  ８月16日から水泳の試合を皮切りに、市内中学校総合体育大会が始まります。市立中

学校６校と都立中学校１校、私立中学校６校の合わせて13校が参加し行われます。これ

から11月５日のテニスの部が終了するまで、バスケットボールや野球を含めた11種目の

競技について、中学生による熱戦が繰り広げられます。 

  そして、９月16日、土曜日ですが、武蔵野市陸上競技場において市内中学校陸上競技

大会が開催される予定でございますので、教育委員の皆様もお時間がございましたらぜ

ひご参加いただければと思います。 

  以上で学校の状況についての報告を終わります。 

  事務局報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 教育部長の報告は終わりました。 

  ただいまの報告にご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  いかがでしょうか。よろしいですか。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 空梅雨だったのですけれども、水泳指導のプールのことは心配なく進んでい

るんですかね。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 今のところは例年どおり進んでおります。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

────────────────────────────────────────────── 

◎報告事項 

○宮崎教育長 ないようですので、次に、議事日程に従いますと議案第12号に入るところ

でございますが、これは報告事項４と関連がございますので、先に報告事項４からご報

告をいたします。 

  報告事項４、武蔵野市学校給食施設検討委員会報告書についてです。 

  それでは、これは教育調整担当課長から説明をお願いします。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 ご説明いたします。 

  ７月の教育委員会定例会で、学校給食施設検討委員会の中間報告についてご説明いた
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しました。その後、市民説明会、パブリックコメントを開催し、７月26日、第５回検討

委員会で報告書を取りまとめましたので、ご報告いたします。 

  本日は、中間報告の段階ではなかった情報、それから、説明会、パブリックコメント

の結果を中心にご説明したいと思います。 

  報告書の最初をご覧ください。おめくりいただきますと目次がございます。新たに加

わった項目は、大見出しの３番、その（５）、（６）でございます。 

  さらにめくっていただきますと、１ページでございます。これは、武蔵野市の学校給

食施設の現状と課題でございます。中間報告とは変わりがございません。 

  おめくりいただきまして、３ページでございます。２番、給食を安定的に供給するた

めの対応案、この見出しの表現を中間報告と変えております。中間報告では、不足見込

み食数と対応案と書いておりましたが、いたずらに心配させないということもありまし

たので、表現をやわらかくしております。中身については、直近、短期的、中期的、３

段構えの対応案という点では、変わりはございません。 

  ページをおめくりいただきまして、８ページをご覧ください。８ページからは、新調

理施設の整備の基本的な考え方でございます。（１）から次のページの（４）までは、

中間報告と変わりがございません。中間報告では、新調理施設の提供食数、それから建

設候補地まで記載しておりました。 

  その後、10ページでございます。新たに加わった項目ですが、（５）施設規模と概算

費用でございます。新しい情報ですので、そのまま読み上げさせていただきます。 

  上記（１）～（４）の基本的な考え方を基に、調理施設の規模を仮に試算すると、延

床面積3,700㎡前後の規模となることが見込まれる。 

  多摩地域で平成29年度に新規開設している学校給食調理施設、東大和市・福生市・府

中市の事例を参考にすると、その概算費用は25億円前後、税込み。費用の規模感を把握

するための粗い試算が見込まれる。 

  ということで、施設の大まかな面積、概算の費用を記載しております。 

  （６）スケジュールでございます。 

  新調理施設建設に着工するまでに、新調理施設に関する基本計画策定、設計事務所選

定、基本設計・実施設計等が必要である。 

  また、まちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続きや建築基準法上の用途許可の

手続き等が必要であるため、稼働時期が平成33年度の後半になる可能性がある。したが
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って、早期に稼働するためには、今年度対応可能なものは、極力前倒しする必要がある。

（基本計画、基本設計等）。 

  なお、現在検討中の小中一貫教育の在り方や第六期基本構想・長期計画の検討にあた

って実施される人口推計の動向を鑑み、本事業について可能な限り必要な調整を行うも

のとする。 

  手続によっては時期が前後する可能性がありますので、この表では、基本設計から後

については、２パターンで幅を持たせて表現をしております。いずれにしろ、新施設の

稼働は33年度を目指していきたいと考えております。 

  おめくりいただきまして、17ページをご覧ください。17ページからは、中間報告の後

実施いたしました市民説明会の状況をまとめております。合計５回開催いたしまして、

参加者は41名でございました。ここでは、当日の意見、質問、それから市の回答をその

まままとめております。 

  代表的なものをピックアップいたしますと、まず短期的な対応でございますが、給食

の質、自校調理施設の給食の質について変わるのか否かというご意見をいただきました。 

  それから、安全対策、番号で言いますと12番から14番でございますが、複数いただき

ました。 

  短期的な対応案である親子方式の導入については、本宿小学校、第三小学校がござい

ますが、今後、２学期にかけて、もう一度説明会を開きたいと考えております。 

  これに対して新調理施設の点でございますが、番号17番から20番でございますが、工

事の際の配慮をしていただきたいという意見を複数いただきました。 

  それから、施設に求められる機能ということで、22番から27番までいただきました。

これは今後、基本計画の策定の中でまた検討していくことになりますが、まず22番でご

ざいますが、近隣住民にも得があるような施設を考えてほしい。23番、会議室を入れる

ような複合化はできるかというご意見でした。24番でございますが、施設で働く方の保

育所を作ってほしい。25番は、学童のおやつなどを作れるようにならないか。26番も同

じでございます。27番は、企業内保育所についてでございます。 

  さまざまな意見をいただきました。 

  ページをおめくりいただきまして、21ページでございます。中間報告書に対するパブ

リックコメントを実施いたしました。期間は７月６日から７月20日まで、提出者は１名

でございました。件数は４件でございます。意見の概要でございますが、小学校の自校
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給食を最優先で進めていくことができるのではないか等々いただきました。 

  最後、22ページでございますが、これは既に議会等でも公表している情報でございま

すが、28年度に実施した小中学校の児童生徒数の推計結果を参考資料として載せており

ます。 

  報告書の説明は以上となります。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 10ページ目の（５）ですね、新たに加わったということなんですが、ほかの

施設を参考にして、概算25億円という結果が出ているわけです。例えば東大和、福生と

か府中とかは、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とかその辺の基準を満たしているような施設な

のか、それを満たしているとやはり幾分高くなる可能性があるわけですが、その辺はど

うだったんでしょうか。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 いずれも今年度オープンの施設でございまして、最

新の学校衛生基準にのっとっておりますので、ＨＡＣＣＰの考え方も取り入れておりま

す。 

  それぞれ規模も違うんですけれども、例えば東大和市は、8,000食をつくる施設でご

ざいます。これに対して府中市については２万2,000食つくるということで、かなり大

規模な給食施設になっております。さらに福生市については、給食施設であるのと同時

に防災施設でもあるということで、複合化をしております。ここについては、食数は

4,000食ということで、小規模の調理施設になっております。 

○宮崎教育長 渡邉委員、よろしいですか。 

○渡邉委員 結構です。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

────────────────────────────────────────────── 

◎議案 

○宮崎教育長 そして、議案に入ります。 
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  議案第12号 当面の学校給食施設の整備方針についてを議題といたします。 

  それでは、説明をお願いいたします。 

  教育調整担当課長。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 それでは、議案第12号をご覧ください。 

  この整備方針でございますが、今後、施設を整備するに当たっては、必要経費を予算

要求し、その後、議会にお認めいただく必要がございます。そのため、教育委員会とし

て方針をまず決定させていただきたいと思います。 

  この後でございますが、市長部局宛てに、予算上、人事上の配慮をお願いする文書、

これを鏡文書としてこの整備方針を添付していきたいと考えております。 

  それでは、内容をご説明させていただきます。 

  当面の学校給食施設の整備方針ということでございますが、大見出し１、２、３を設

けております。最初の１番目は、先ほどの報告書のエッセンスを述べております。そし

てこれを受けまして、最後の段落でございますが、武蔵野市教育委員会では、この対応

案に基づき、以下のとおり学校給食施設の整備を進めるということで方針を立てており

ます。これを受ける形で、２番、３番を述べております。２番は親子方式の導入、３番

は新調理施設の建設でございます。 

  それぞれ３段落ずつございますが、まず、どのようなことをやるのか概要を述べて、

第２段落ではスケジュールの大まかなところ、そして、３番目の段落では予算要求の話

を記載しております。 

  内容のところは先ほどの報告書と重複してまいりますので、スケジュールと予算要求

の部分についてご説明いたします。 

  ２番目、本宿小学校調理施設を活用した「親子方式」の導入でございます。 

  今後でございますが、平成29年度中に設計を終え、平成30年度夏季休暇中に調理設備

等の整備及び食器保管庫の設置を実施し、平成31年度から親子方式を導入する。そのた

めに、平成29年度補正で設計費等、平成30年度当初予算で整備費等について予算要求す

る。 

  続きまして、大見出しの３番でございます。新調理施設の建設（中期的な対応）でご

ざいます。 

  今後は、平成29年度中に基本計画を策定し、新調理施設の基本的な仕様を決める。そ

の後、基本計画に基づき、設計事業者を選定し基本設計に着手し、平成30年度から平成
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31年度にかけて実施設計を行う。平成31年度または平成32年度に着工し、平成33年度中

に竣工し、運用を開始する。 

  そのため、基本計画の策定とともに、平成29年度補正予算で基本設計費等を予算要求

する。その後、実施設計費を平成30年度当初予算、工事費を平成31年度または32年度当

初予算で予算要求すると記載させていただきました。 

  資料の説明は以上になります。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  先ほどご了承いただいた報告書に基づいてということでございますよね。ここで正式

に教育委員会としての整備方針として決定いたしますので、もう一度ご覧いただいて確

認をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  特によろしいですか。よろしいでしょうか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第12号について採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしの声でございますので、異議ないものと認め、採決に入ります。 

  議案第12号 当面の学校給食施設の整備方針について、本案を事務局提案のとおり決

定することに賛成ということでよろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしの声がございましたので、それでは、本案は事務局提案のとおり

決定させていただきます。 

────────────────────────────────────────────── 

◎協議事項 

○宮崎教育長 続きまして、協議事項に入ります。 

  協議事項３、市立小中学校児童生徒数増加への対応についてを議題といたします。 

  これにつきましては、協議事項４、学区変更案についてとの関連がございますので、

一括して教育企画課長から、そしてその後、続けて教育支援課長から説明をお願いした

いと思います。 

  よろしいですか。 

  教育企画課長。 
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○大杉教育企画課長 それでは、協議事項の３、市立小中学校児童生徒数増加への対応に

ついてを説明させていただきます。 

  本件につきましては、昨年の11月に設置いたしました市立学校児童生徒増加対策庁内

検討会議におきまして検討を重ねた結果、下記のとおり、考え方として整理をしたとこ

ろでございます。 

  その後、本日ご協議をいただきまして、その考え方、対応策に沿いまして、今後、必

要な取り組みを行ってまいりたいと思います。 

  まず、１番目の児童生徒数増加対応の考え方でございます。 

  児童生徒数増加対応等につきましては、いわゆる通常級、特別支援学級、また、地域

子ども館の児童生徒数の動向を総合的に検討してまいりました。 

  まず（１）につきましては、全小中学校の指定校変更における距離要件を全校に適用

していこうということでございます。小学校は平成32年４月から、中学校は平成35年４

月を目途に廃止してまいりたいと思っております。ただし、兄姉の関係など、経過措置

的に配慮する事項がございます。 

  ２番目が、基本的なことですけれども、校舎等について、普通教室の広さ、スペース

を備えている教室については、基本的には必要に応じて普通教室に転用していくという

ことをまずベースにいたします。 

  それでもなお不足する学校につきましては、パソコン教室につきましては、現在２教

室分のスペースを確保しているケースが多くございます。今回、今後使っていきますパ

ソコン機器はタブレット等に変わっていくということがございますので、スペースを半

分、１教室分に縮小しまして、残りのスペースについては普通教室に転用を可能として

まいりたいと思います。また、ランチルームにつきましても、学校の事情、状況により

必要であれば、そこも普通教室に転用を行っていく、そういった考え方でございます。 

  また、４番目といたしまして、それでも足りない場合は、地域子ども館あそべえ・学

童クラブの学校敷地内での移転ですとか、あるいは拡充、建設といったようなことを検

討いたしまして、それでも難しい場合は、学区の一部変更等についても検討していくと。

こういったような物事の順序で対応を考えていきたいと思っております。 

  ２番目の学校別の児童生徒数・学級数の推計と、課題への対応案でございます。 

  小中学校別の児童生徒数の推計についてと、校舎等を普通教室に改修していく、こう

いったことでもなかなか解決が難しい場合の学校の対応について記載をさせていただき
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ました。 

  欄の見方でございますけれども、Ｈ29通常級とございますのは、今年の５月１日現在

の児童数と学級数でございます。通常級のものでございます。右側のピーク時推計とい

いますのは、この通常級について、学級数が一番大きく増えるときの年と学級数を記載

しております。また、児童数、生徒数につきましては、必ずしもその学級数のピークの

最初になる年と合致しないんですが、今後、平成49年度までで一番子どもの数が増える

としての人数を処理しております。一小と大野田小と井之頭小に、個別の対応案という

ことが幾つか記載がございますが、それ以外の学校につきましては、いわゆる改修工事

等で対応が概ね出来ると見ております。この対応については、一つの選択肢としてとい

うことでございます。 

  裏面をご覧いただきたいと思います。 

  ３番目の地域子ども館の施設整備についての考え方でございます。こちらは市長部局

の所管ということでございますけれども、検討会議の中では一体的に検討してまいりま

したので、ここにあわせて記載をしております。 

  あそべえ・学童クラブの児童数の増加につきましては、学校の既存校舎において、整

備基準を踏まえて整備拡充を行っていくということが基本でございます。また、なかな

か既存校舎等で整備するスペースがない場合につきましては、関前南小学校でも新たに

設置いたしましたけれども、学校敷地内に新規建設をするということも含めて整備をし

ていきたいと考えております。 

  ４番目と５番目につきましては、また後ほど教育支援課長からあわせてご説明をいた

します。 

  今後のスケジュールといたしましては、本日のご協議の後、８月21日の文教委員会に

行政報告をするとともに、学区の変更にかかわることにつきましては、次回の９月の教

育委員会定例会において議決をいただきたいと考えております。 

○牛込教育支援課長 では続きまして、教育支援課長から４番、５番についてご説明をい

たします。 

  ４番です。市立小中学校の指定校変更における距離要件の見直しについての基本方針

についてでございます。 

  こちらのほうは、教育委員会が指定する学校より通学距離が短いことを理由とする指

定校変更についてですけれども、児童生徒数をできるだけ正確に把握して、学校施設を
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着実に整備し、また、地域が一体となって子どもたちの成長を支える環境づくりを進め

ていくという観点から、全ての学区について廃止することとしたいと思います。 

  ただし、大野田小学校については29年４月から、第一小学校、第五小学校、井之頭小

学校については平成31年４月から適用することを既に決定し、公表しているところでご

ざいます。 

  （２）、（３）、（４）についてご説明します。 

  （２）につきましては、当該児童の兄姉が指定校以外の学校に通学、卒業しているこ

とを理由とした変更については、児童が新入学時、あるいは転入学時点で兄姉が在学し

ている場合のみ認めるということでございます。 

  （３）につきましては、小学校については平成32年４月から、中学校については、ピ

ークが３年ずれますので、平成35年４月からをめどに適用していきたいと考えておりま

す。 

  （４）既に指定校変更により就学している児童生徒については、引き続き、学校長と

の面談を踏まえ、通学に支障のない限り対象外といたします。 

  ４については以上でございます。 

  続きまして、５について、市立小学校の学区変更についての考え方です。 

  先ほど教育企画課長からご説明をしましたとおり、教室数、学童クラブ面積の不足が

見込まれます大野田小学校、井之頭小学校については、それぞれ隣接の学校を含めた学

区変更を実施する方向で検討をしていきたいと考えております。大野田小学校について

は、平成32年度を目途に学区の変更を行いたいと考えております。 

  （２）です。学区変更の適用に当たっては、既に就学している児童は卒業時まで在学

を認めるということと、新入学時、あるいは転入学時に兄姉が既に在学している場合は、

その児童の入学を認めるということでございます。 

  （３）については、特別支援学級については、現状、大野田小学校のむらさき学級に

児童が集中していることから、平成30年度を目途に学区の変更を行っていきたいと考え

ております。 

  続きまして、協議事項（４）学区変更案についてです。今お話をいたしました学区変

更の、どこを学区変更するか、具体的な案についてのご説明でございます。 

  １番です。大野田小学校の学区変更方針ということで、今後の児童数の増加を見据え

まして、学区の全ての児童を受け入れる教室を確保するという公立学校としての責務を
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果たすため、学区の変更に向けた準備を進めていきたいと考えております。 

  全ての児童が学べる教室、また、会議室、あるいは特別教室、また、学童クラブ、こ

ちらも学童の入会率によってまた必要となるスペースも変わってきますので、これら全

てのスペースを確保するため、学区の変更に向けた準備を進めていきたいと考えており

ます。 

  （１）変更学区案。 

  こちらでさまざま検討しましたところ、こちらの地図にありますとおり、緑町１丁目

西エリア（４～７街区）を大野田小学校の学区から千川小学校の学区に変更するという

案を考えております。こちらについては、32年度の新入学者・転入学者から適用し、ま

た、入学時に兄姉が大野田小に在学している場合は、その児童の大野田小学校への入学

を認めると考えております。 

  （２）学区変更による使用教室数の増減の見込みであります。 

  こちらは、表１にありますとおり、こちらでシミュレーションをした結果でございま

す。大野田小学校については、現在の校舎における使用可能の教室数は30と見込んでお

ります。今現在の学区で必要となる教室数については、こちらの表の２行目になります。

こちらは、普通教室のほか、特別支援教室などで必要となる教室を含んだ数でございま

す。こちらの試算によりますと、平成35年度以降、35年度は31教室、37年度30、38年度

は32教室必要となり、使用可能の想定数を上回っていることが想定をされます。 

  そこで、こちらの緑町１丁目の西エリアを千川小学校に学区変更した場合の必要数が、

こちらの表の４行目になっております。こちらの学区変更をした場合、必要となる教室

が、ゼロから３、最大３教室減少することが見込まれます。こうしますと、最大でピー

ク時でも30教室に抑えることができると見込んでおります。 

  一方、千川小学校につきましては、こちらの学区変更をした場合、33年度から１教室

増えると見込んでおります。千川小学校の場合、使用可能の想定数は15ということで見

込んでおります。今後の必要数も最大で15と見込んでおりますので、こちらの校舎に収

めることができると考えております。 

  ２番目です。特別支援学級の学区変更の方針です。 

  大野田小学校のむらさき学級についても、児童の増加により、なお教室運営が厳しい

状況が続いております。特別支援学級に在籍する児童の適切な学習環境を確保するため、

こちらも学区の変更を行う必要があると考えております。 
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  現状につきましては、こちらの資料の裏面をご覧ください。 

  表２にありますとおり、現在、大野田小むらさき学級の平成29年度の児童数が24、ひ

まわり学級の児童数が８、けやき学級の児童数が19ということで、大野田小学校の児童

数が多くなっております。こちらも、今後も、人口推計とか過去のデータから推測しま

すと、やはりむらさき学級の児童が30名を超えると見込んでおります。 

  こちらを踏まえまして、（２）学区の変更案です。 

  掲載している地図にありますとおり、この左側の地図の点線の丸の部分です。現在、

むらさき学級の学区である第一小の中町区域、井之頭小の中町区域を第三小のひまわり

学級に移し、また、第五小学校の区域を境南小のけやき学級の区域に移す変更を考えて

おります。 

  現在在籍中の児童については、転校の希望のある場合を除き、卒業まで現在の在籍の

ままとしたいと考えております。 

  また、③の平成30年度の新入学については、変更の区域、こちらの中町、西久保の区

域については、いずれの学校も選べるという選択制にしたいと思います。転入について

は、新学区を適用したいと考えております。 

  表４は、こちらの新学区、新しい学区変更をした後の児童数の経年変化の見込みです。 

  大野田小学校むらさき学級の児童数を一定程度30名以下に抑えることができ、また、

ひまわり学級の児童数も一定程度の増加を見込むことができます。特に特別支援学級に

ついては、児童８名で１クラスの学級編制をしております。例えば児童24名だと３クラ

ス、32名だと４クラスになります。この学級編制の基準で考えますと、33名以上になり

ますと学級数が５クラスになり、現在のむらさき学級のスペースでは相当厳しい状況が

ありますので、こちらの学区変更を行うことによって児童数をできるだけ30名以下にし

ていきたいと考えております。 

  ３、その他でございます。 

  井之頭小学校についても児童数の大幅な増加が想定されておりますので、こちらにつ

いては平成30年度に学区変更について必要な検討をしていきたいと考えております。 

  説明については以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長と教育支援課長の説明が終わりました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がありましたらお願いをいたします。 

  大変重要なことですので、粛々と進めなければいけないわけですが、いかがでしょう
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か。 

  山口委員。 

○山口委員 学区変更というものは、とても子どもや親にとっては大きな問題だと思うん

です。学校が違うというと、友達関係とか文化が違うと。とても大きな問題だと思うん

ですが、これ、一般的なこととして、学区変更が必要になった場合は、この大野田小の

場合は中に２年間置いていますよね。これは基本ですか。これ、ちょっと伺いたいと思

います。きょう、29年に検討して、30年、31年を置いて、32年度の新入学、転入学から

適用するわけですよね。それが基本なんでしょうか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 こちらはなぜ32年度からかという質問かと思います。こちらについ

ては、大野田小学校の児童数のピークが37年度となっておりますので、今回の学区変更

については、一度に児童を移すということではなくて、平成32年度以降、順次、新入生

から新学区を適用するということで、こちらの学区変更の効果が出るまで、１年ごとに

やっておりますので、最大の効果が出るのに６年かかります。それで、この平成37年度、

38年度に最大の効果を出すということから、その６年前に当たる平成32年度から学区を

変更するという考えとなっております。 

○宮崎教育長 どうぞ、山口委員。 

○山口委員 そうすると、ほかのところでもまだ必要な場合も生じますよね。そうすると、

この推計によって、その間２年間とか３年間という大体決まったものではなくて、動き

によってスタート時期が変わってくるということですか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 そうですね、一定の周知などもありますので、その児童数の状況に

より決定をしていくものかと考えております。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 それで、今出た周知の問題なんですが、これからどういう手順で周知を図っ

ていくのかということが１点と、もう一つは、これはあくまでも推計ですので、想定で

すよね。それがもし下回った場合は、もとへ戻すのか、戻さないで、もうこれでいくの

か、そのあたりの見通しというのはどうなんでしょうか。 

○宮崎教育長 これはいいですか、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 周知につきましては、今回、こちらの変更案を出しまして、また来
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月の教育委員会定例会を踏まえて、こちらの変更案で周知をするということになれば、

まずは大野田小学校、千川小学校において説明会を実施するとともに、就学前の児童に

大きな影響がありますので、就学前、幼稚園とかあるいは保育園などの協力もいただき

ながら周知を行っていきたいと考えております。 

  また、児童数については、人口推計などをもとにシミュレーションを行っております。

また、学童クラブの入会率も変化があったり、また、人口推計にしましても上振れする

可能性もありますので、こちらの変更をしていきたいと考えております。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 その周知ですが、関係の小学校と、それから関係の保育園、幼稚園というの

はわかりますけれども、このエリアに住んでいる人たち、対象の入学児童がいるところ

の家庭に直接ということはしないんですか、それともなさるんですか。 

○宮崎教育長 どうぞ、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 当然、こちらのエリアに住んでいる方についても、周知、説明は行

っていきますということと、また、地域コミュニティ、コミュニティセンターの関係で

すとか、あるいは防災とか、福祉の団体も活動されておりますので、各団体に対しても

説明を行っていきたいと考えております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 今のお話ですと、大野田小は32年からということなんですけれども、井之頭

小の場合には36年がピークになっているので、そうすると、その６年手前だと、平成31

年に対応しておかないとこれに間に合わないという形になるんですけれども、その辺は

大丈夫なのかどうか。 

  それからもう一点なのですが、中学校のほうで、今は心配ないとは思うんですけれど

も、一中が約倍以上の教室、学級数になるわけですが、その辺はどうか。２点ですけれ

ども、わかる範囲でお答えいただけると良いと思いますが。 

○宮崎教育長 教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 では、一中のことにつきましてご説明を申し上げます。 

  第一中学校の場合は、東校舎に、普通教室に転用できる普通教室形状の部屋がかなり

あるということと、あと、そこは音楽ホールのほかに音楽室が２つもありますが、例え

ば３つは必要ないかなとか、あと社会科室という専用の部屋があったりとかしますので、
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そういったところも転用ができるのかなというところで、ただ、それでもピーク時にち

ょっと足りませんので、防災倉庫とか、そういう倉庫的なところが２教室ぐらいあるの

ですが、その辺はちょっと整理をしていかないと間に合わないかなと今見ているところ

でございます。 

  また、一中のピークにつきましては43年ということで、ちょっと先なのですが、そこ

まで一中の校舎はそのままなのかという、かなり、60年も当然過ぎてしまっていますの

で、そこの改築の関係もございますので、いずれにしても大丈夫かなと考えているとこ

ろでございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 井之頭小学校の方はどうですか。 

○宮崎教育長 もう一件ですね、井之頭小学校は31年の対応で大丈夫か。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 井之頭小につきましては、資料をご覧いただきたいと思いますが、

やはり本校舎を、かなり教室を転用しても、なかなか、地域子ども館のところ、具体的

にはあそべえの部分のスペースがとれていないかな、というところで、１教室、２教室

分ぐらい、全体的に調整が必要かなと思っております。これについては、再度、学校と

か施設課とかと一緒に協議をして、何とか解決策を見つけていきたいと思っております。

そういった意味では、学区の一部変更というところも、今のところ可能性としては消す

ことができないという状況かと思っております。 

○宮崎教育長 渡邉委員、いかがですか、今の答え。 

○渡邉委員 なるべくなら学区の一部変更はしないで対応してあげられると本当はいいわ

けですね。その辺、慎重に対応をしていただけるといいなと思います。 

○宮崎教育長 慎重にということですね。 

○渡邉委員 よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、協議事項３につきましては、説明のとおり了承し、市立小中学校児童生徒

数増加への対応について進めてまいりたいと思います。 

  それでよろしいでしょうか。 
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          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 では、そのように進めさせていただきます。 

  また、協議事項４につきましては、何かご意見とかご質問はございますか。よろしい

ですか。 

  よろしいですか。 

  それでは、再度、９月の教育委員会定例会におきまして議案として提出し、決定して

いきたいと思います。そのようなことでよろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議ないものと認めます。では、そのようにさせていただきます。 

────────────────────────────────────────────── 

◎報告事項 

○宮崎教育長 続きまして、報告事項に入ります。 

  報告事項１、武蔵野市スポーツ推進委員の委嘱の専決処分についてです。 

  この報告事項につきましては、スポーツ推進委員の欠員について急遽補充されたもの

で、教育委員会にお諮りするいとまがありませんでしたので、私のほうで専決処分をさ

せていただいたものでございます。 

  それでは、生涯学習スポーツ課長から説明をお願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 それでは、武蔵野市スポーツ推進委員の委嘱の専決処分

について報告を申し上げます。 

  ８月１日、新たにスポーツ推進委員の委嘱がありましたので、この専決処分について

報告をするものでございます。 

  資料をお願いいたします。報告事項１の資料でございます。 

  ナンバー２のところ、網かけの委員、こちらが新たな委員でございます。名前は小宮

真希委員、専門分野は陸上競技、地区は一小地区でございます。 

  なお、前回、委員会でも報告を申し上げました、７月１日付委嘱の小林亜美委員につ

きましては、この資料の13番に記載のとおり、大野田小学校地区に配置となりましたの

で、あわせて報告を申し上げます。 

  報告は以上です。 

○宮崎教育長 生涯学習スポーツ課長の説明が終わりました。 

  この報告事項につきましては、専決処分の報告ですので、教育委員の皆様からのご意
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見があれば特にお伺いしたいと存じます。 

  いかがでしょうか。ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

  特にございませんか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項２、第１回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告についてで

ございますが、報告事項３、第２回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告につ

いてと関連がございますので、一括して報告をいたします。 

  それでは、これは教育調整担当課長から説明をお願いします。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 まず報告事項２でございます。第１回小中一貫教育

検討委員会でございますが、７月25日、市役所で行われました。本日は、主な議題と事

務局説明の要点、そして、検討委員の主な意見についてご説明いたします。 

  まず、主な議題でございますが、委員会の検討事項について、検討事項及び検討の趣

旨、経緯について、検討依頼文のことについてご説明いたしました。 

  主な議題の２点目でございますが、検討の進め方についてでございます。事務局から、

案に基づいてご説明いたしました。 

  要点としましては、小中一貫教育、小中別教育それぞれに触れながら検討を進める。 

  事務局説明だけではなく、検討委員からも発表していただき、これからの検討全般の

参考とする。 

  市民・関係者の意見を集め、検討の参考とする。これは12月ごろを予定しております。

そして、その手法を検討委員会にご相談したいとご説明いたしました。 

  検討委員会では、進め方案については了承されました。 

  主な議題の３点目でございますが、これからの武蔵野市の学校教育に求められる目的、

目標についてでございます。 

  資料の説明としましては、まず、委員長になりました奈須委員長から「これからの学

校教育に必要な視点」という発表をしていただきました。その後、事務局から、武蔵野

市の教育の現状、教育委員会からの検討依頼文の要旨を再度ご説明いたしました。 

  検討委員からいただいた主な意見でございますが、まず、検討のスパン、長期的に見

ていくということで、20年、30年後、あるいは30年、40年後というスパンを出していた

だきました。 

  それから、知徳体のところでございますが、二極化というキーワードが出てまいりま
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した。知だけでなく、運動習慣、体力についてもあるというご意見でございました。 

  それに関連しまして、地域でも二極化というものがあるということで、地域のイベン

ト等に参加する方、参加しない方がはっきりしている。あるいはその負担が特定の方に

偏る面もあるというご指摘もありました。 

  その一方で、学校を支える地域の人が多いことを知り感動したというご意見や、コミ

ュニティベースの学校は武蔵野の良さだというご意見もいただきました。 

  それから、小中９年間に対する考え方でございますが、障害のあるお子さんと保護者

にとって、９年間の切れ目のない支援、それから、９年間の温かい世界から厳しい社会、

その後に出ていったときが逆に心配だというご意見や、子どもにとっての生活基盤づく

りのためには非常に重要な時期であるというご指摘をいただきました。 

  それから、全体を俯瞰するご意見としましては、多様な課題に対する支援を学校の機

能として備えることも必要ではあるが、学校の機能を多面化すると、先生の負担が大き

くなる面もある。学校、地域などの役割分担を考える必要があるというご意見をいただ

きました。 

  それから、大切にしたいという視点としまして、子どもたちの自分の学校への愛着や

地域の気持ちも大切にしたいというご意見もいただきました。 

  まだ議事録を起こしている段階でございますので、この段階では概要でございますが、

第１回はこのようなご意見をいただきました。 

  続きまして、第２回の状況報告でございます。これは、本日、当日配付させていただ

いた資料になります。 

  昨日夜、８月１日に開催いたしました。 

  主な議題でございますが、１点目でございます。小中別教育、小中一貫教育それぞれ

の学校改築に関しまして、事務局からは、学校施設整備基本計画中間まとめについて、

小中別教育、小中一貫教育それぞれ両論併記したという点、それぞれのゾーニングの考

え方、そして、その後実施しましたパブリックコメントについてご報告をいたしました。 

  主な議題の２点目でございます。武蔵野市として小中一貫教育を実施する場合の考え

方、これは、第２回、第３回、２回にわたって検討していただく議題でございます。 

  まず事務局説明の要点でございますが、１点目、全学区に設置する。これについては、

20年以上の期間が想定される点。その間は、改築前の小学校、中学校でも、義務教育学

校で想定される施策から可能なものを実施する点を補足いたしました。 
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  ２点目、小学校区に設置でございます。これに関しては、現在の学区、児童生徒数の

推計、これに加えまして、現学区を前提とした場合の義務教育学校の規模仮試算を補足

いたしました。 

  ３点目は、４・３・２の学年区切りによる特色ある教育課程の実施についてご説明い

たしました。 

  これに対して検討委員の方々からいただいたご意見は、施設一体型義務教育学校につ

いて、建築できる土地があるのかというご意見をいただきました。 

  また、第１回とも重複してまいりますが、小中一貫教育によって、特に特別支援教育

については、９年間を見通した支援が充実できるのではないか。同じような意見もいた

だいております。 

  それから、下のほうでございますが、心配事や懸念になりますが、中学校受験で７年

生から子どもが減る可能性はあるのか、その影響も考える必要がある。 

  小学校から中学校に上がることで、子どもが心をリセットできる部分もあるのではな

いか。一つ一つの区切りを大切にする必要がある。 

  移行期間、これは、全てに義務教育学校を設置するには二十数年かかりますが、その

移行期間では学校を選べない点をどう考えるべきか。義務教育学校の場合、移行期間が

長いので、うまくやる必要がある。 

  それから、最後の点でございますが、４・３・２制の最後の２年間が、受験に向けた

準備の２年間になってしまう心配があるといったご意見もいただきました。 

  まず、資料の説明は以上になります。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長の説明が終わりました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  これは、毎回、次は第３回のものも報告されると考えていいわけですね。この定例会

で、概要が速報として報告されるということですね。 

  何かご意見はございませんか。１回目、２回目の内容でございます。特によろしいで

すか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 昨日、第２回のこの検討委員会の前に、我々と一緒に懇談させていただきま

して、大変頑張ってやっていただけるということを期待しているところであります。 

  なので、我々としても、どちらがいいか、デメリット、メリット等々出てくると思う
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んです。そのときにお願いしたのは、デメリットが出た場合、どっちかが選ばれるわけ

ですから、そのデメリット、いずれにせよ、何か出たときに、それをどうやって解消し

ていくのかという案まで提案をしていただけるといいなと。ちょっと重い課題なんです

けれども、その辺までお話させていただいたわけですけれども、全体として納得してい

ただいたのかなと思います。奈須先生は非常に頑張っていただけるそうなので、期待し

ているところであります。 

○宮崎教育長 ほかにございますか。 

  委員の方々も大変熱心にご審議いただいているようで、大変ありがたいなと思います。

その結果をまた、私たちは、大変強い参考、大きな参考にしていきたいと思いますので、

今後のまた運営をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、この報告事項２、第１回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告に

ついてと報告事項３、第２回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告についてに

つきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項５、中島飛行機武蔵製作所関連資料調査について（報告）案です。 

  それでは、生涯学習スポーツ課武蔵野ふるさと歴史館担当課長から説明をお願いしま

す。 

○栗原生涯学習スポーツ課武蔵野ふるさと歴史館担当課長 それでは、歴史館担当課長よ

り中島飛行機武蔵製作所関連資料調査についてご報告を申し上げます。 

  本調査は、平成28年及び平成29年度におきまして、アメリカ国立公文書館にあります

中島飛行機武蔵製作所の資料を収集したわけでございます。対象となる資料でございま

すが、こちらは、太平洋戦争中、また、その戦後におけるアメリカ軍が収集した中島飛

行機武蔵製作所関連の資料となっております。 

  調査期間は、平成27年７月から29年３月末日ということでございます。 

  こうして収集された資料でございますが、文書が2,088点、写真資料48、その他であ

りますが、これは写真の裏面に写真に関する注釈がございます。それが26点、そして映

像資料、爆撃をしている映像などもございます。合計で2,000を超す資料が収集された

ということでございます。 

  収集した約2,000点の資料の中身でございますけれども、一番主なものは、爆撃報告

です。例えば、Ｂ29がアメリカの基地をたちまして日本を爆撃したルート等が日付別に

毎回毎回克明に記されたような資料がございます。また、爆撃の前の中島飛行機の状態、
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爆撃後の中島飛行機の状態などが記された資料もございます。現在は、攻撃の達成度や

効果が分かりやすく示された資料がございますので、これを翻訳いたしました。 

  そして、一番大事なこととなってまいりますが、資料収集しただけではなく、これを

いかに利活用していくかということでございます。まず、８月12日からプレ展示「戦争

と武蔵野Ⅲ」を行います。その後、10月14日から市制施行70周年記念事業として、この

成果を市民の皆様などにご報告させていただくという形をとらせていただきたいと思い

ます。また、市役所のロビー等でも展示などを行っていく所存でございます。 

  また、こうした展示だけではなく、資料をデータベース化いたしまして、データ検索

できるようにしようと。つまり、アメリカ国立公文書館にある資料は、本市は全て持っ

ているんだというような意気込みを持ちまして、このデータベース化を目指していくと

いうことでございます。また、全てが英文資料でございますので、全ての方が英語が読

めるというわけではございませんので、今後は翻訳を進めていきたいと考えております。 

  裏面をご覧いただきたいと存じます。 

  こちらの英文資料と写真がありますけれども、こちらは、爆撃前ですね、爆撃が行わ

れる前に、中島飛行機が一体どういう施設なんだろうかということを克明に記したよう

な文書、また、その状態での写真などを参考につけております。 

  私からは以上でございます。 

○宮崎教育長 武蔵野ふるさと歴史館担当課長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がありましたらお願いをいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 中島飛行機等々ですね、戦争の惨劇を皆さんに知っていただくという非常に

重要な資料だと思いますので、先ほどデータベース化するということで、自由に見られ

るようにする。非常に期待しています。よろしくお願いしたいと思います。 

  特に、私、個人的な話になってしまうのですけれども、この裏面の「引込線（軽便鉄

道）等を含む」という、これは非常に魅力を感じたんです。田無のほうに向かう、今、

道路として細い道が残っていますけれども、あの辺がちゃんとレールが残っている話が

見えるとまた楽しいなと感じております。実は、その先、田無から先まであったんです

ね。その辺が非常に貴重な資料で、開示していただけることを期待いたしております。

よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 これは、今現在、幻となった都市計画というのが実は行われて、そこで線
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路が、幻になったものが全部図式化されていて、関心を集めているようですね。ちょっ

とこれに関連する展示とも言えるかもしれません。現在公開中でございます。 

  ほかにご質問、ご意見はございますか。 

  これは私からですが、２年間にわたって調査を行って、私は、予想以上の収穫を得た

んではないかなと思います。歴史館はよくやってくれたなと思います。 

  ただ、それだけに、これからちょっとそれを整理して、市民に伝えやすくするために

どうしたらいいかということがまたさらに加わってきていて、仕事としてはちょっと延

長されるような形になってきておりまして、でも、武蔵野市にとって大変重要な戦争遺

跡とも言えるこの武蔵製作所への空襲、空爆といったものについて、武蔵野市なりの使

命を果たしているんではないかなと思いますので、ぜひ引き続きお願いしたいと思って

います。これは個人的にそのように思っております。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項６、吉祥寺図書館改修工事に伴う臨時窓口の開設についてです。 

  それでは、これは図書館長から説明をお願いします。 

○養田図書館長 それでは、図書館より、吉祥寺図書館改修工事に伴う臨時窓口の開設に

ついてご報告いたします。 

  今年の９月１日より来年の３月31日まで、吉祥寺図書館リニューアル工事に伴いまし

て一時的に閉館をいたします。また、多く要望をいただいておりました閉館中の継続的

な図書館サービス提供という観点から、臨時窓口の設置を行うものです。 

  １番、代替施設の名称としましては、吉祥寺図書館臨時窓口。 

  ２番の設置場所と３番の設置期間については、恐れ入ります、１枚めくっていただき

まして裏面をご覧ください。こちらは、図書館の窓口で配布しているチラシの表裏をこ

のような形で印刷していただいたものなんですが、設置場所としましては、吉祥寺駅の

北口から西荻窪方面に向かいまして、アトレ吉祥寺内郵便局のところを右折しますとす

ぐのところにあります。住所は、吉祥寺南町２－４－６、アイリスコーポというところ

の１階になっております。 

  休室日は、毎週金曜日と第１水曜日と年末年始ということ。開室の時間は、月～木が

９時半から20時、土日祝日が９時半から17時ということで、これは、現在の中央図書館、

吉祥寺図書館の開館時間と同一でございます。 

  もとのページにお戻りください。 
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  ４番の取り扱い業務としましては、予約資料の受け渡しとそれに伴う返却資料の受け

取り、視聴覚資料、他区市町村からの協力資料の受け取りとなっております。 

  ５番、広報としましては、７月１日付、８月１日付の市報、そして、７月15日付のき

ょういく武蔵野、ホームページ等での広報を行っております。また、図書館３館におい

ても、掲示やチラシの配布等の広報を行っております。 

  ６番のその他としまして、工事期間中も吉祥寺図書館に仮設の図書返却用ポストを設

置いたします。 

  また、情報提供としまして、このたび吉祥寺の東急ＲＥＩホテルにより、地域貢献の

一環としてブックポストを設置したいという申し入れをいただきました。図書館基本計

画にも、駅前など市民にとって利便性の高い場所でのブックポストの設置を進めるとい

う記載がありますので、具体的な設置場所等について検討を進めてまいりたいと、そし

て早期の設置を進めてまいりたいと考えております。 

  報告事項は以上でございます。 

○宮崎教育長 図書館長の説明が終わりました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  ございませんか。 

  これは臨時窓口がこのように開設されると、これは大変良いことだなと思いますが、

今、最後に加えていただきました、東急ＲＥＩホテルの１階にブックポストが設置でき

るということで、大変ありがたいことですよね。これについても計画を進めていってほ

しいと思います。 

  ご質問、ご意見ございませんか。よろしいですか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○宮崎教育長 次に、その他に入ります。 

  その他として何かございますか。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 特にございません。 

○宮崎教育長 特にないということでございます。 

  それでは、これをもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 
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  次回の教育委員会定例会は９月８日、金曜、午前10時から開催いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

────────────────────────────────────────────── 

◎閉会の辞 

○宮崎教育長 平成29年第８回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後 ４時０９分閉会 

 


