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

○日  程 

   １．開  会 

   ２．事務局報告 

   ３．議  案 

     議案第13号 学区変更方針について（取下げ） 

     議案第15号 学区変更方針について 

   ４．協議事項 なし 

   ５．報告事項 

     （１）第４回 小中一貫教育検討委員会の状況報告について 

     （２）平成29年度セカンドスクール・プレセカンドスクール実施状況について 
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     （３）第８期武蔵野市図書館運営委員会委員について 

     （４）平成30年度予算概算要求査定結果（教育部）について 

   ６．その他 
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午前１０時００分開会 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第11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、私のほ

うから小出委員、山口委員、そして私、宮崎、以上３名を指名させていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  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 異議なしの声ございますので、それでは傍聴を許可いたします。 

  お願いいたします。少々お待ちください。 

  これより、議事に入ります。 

  本日の議事のうち、報告事項４、平成30年度予算概算要求査定結果（教育部）につい

ては、来年度予算に関する案件でございますので、最後に非公開で行いたいと思います

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、そのようにさせていただきます。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 事務局報告に入ります。 

  竹内教育部長から報告いたします。お願いいたします。 

○竹内教育部長 それでは、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

ご報告させていただきます。 

  まず、教育委員会にかかわる事柄についてご報告いたします。 

  10月９日の体育の日、第32回市民スポーツフェスティバルが開催されました。市と教

育委員会、体育協会、生涯学習振興事業団の共催で、50ｍ走、長靴とばし、ユニカール、

日本むかし遊び等、20種のさまざまなスポーツや体を使った遊びが楽しめるフェスティ
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バルを総合体育館と陸上競技場で実施しました。来場者は約1,200名でした。 

  同日は、あわせて第69回市民体育祭の開会式もメインアリーナにて行われ、就任直後

の松下市長が開会のご挨拶をされました。 

  また、同じ日、温水プールにおいては、水球日本代表チーム、ポセイドンジャパンを

ゲストに招き、「Sports for All 水球」を開催しております。398名の方にご来場いた

だき、ゲストトークや水球デモンストレーション、アクアゲーム教室を行いました。 

  10月13日から18日にかけて、第33回武蔵野市民会館文化祭が開催されました。展示部

門18団体、公開学習部門６団体の発表に加え、親子で楽しむ料理教室など、３つの自主

企画講座が行われました。 

  10月15日には、芸能発表会が武蔵野スイングホールで実施され、20団体が日本舞踊や

合唱、ダンス等を発表しました。来場者は、速報値で市民会館での展示部門等が約

1,200名、芸能発表会が320名でした。 

  図書館では、第２回武蔵野市子ども図書館文芸賞の応募作品を７月５日から９月28日

まで募集いたしました。応募総数は1,027点です。昨年度の応募総数は1,002点となって

おります。今後、審査を進め、来年２月15日には市報、図書館ホームページ等で受賞者

を発表いたします。表彰式は２月25日に中央図書館で行われる予定です。山本委員にお

かれましては、昨年に引き続き審査員としてご尽力いただきます。何とぞよろしくお願

いいたします。 

  次に、市内の学校の状況についてご報告します。 

  後ほど統括指導主事より報告がありますが、10月13日をもって今年度のセカンドスク

ールとプレセカンドスクールが全て終了いたしました。これで小学校６年生の移動教室、

中学校３年生の修学旅行、特別支援学級の宿泊行事も含め、全て今年度は終了したこと

になります。引率していただいた各校の校長先生を初め先生方、また現地関係者の皆様

のご尽力に深く感謝申し上げたいと思います。 

  10月14日に行われた小学校の東日本学校吹奏楽大会に、東京都の代表として第一小学

校が出場し、金賞を受賞いたしました。第一小学校の児童、指導者、それらを支える保

護者、学校関係者の皆様のご努力をたたえるとともに、今後も子供たちの豊かな情操を

育む、このような活動を支援してまいりたいと思います。 

  なお、11月３日には、第一小学校、第三小学校が日本管楽合奏コンテストに出場いた

します。場所は、文京シビックホールで行われます。 



－5－ 

  10月24日に小学校３年生対象の演劇鑑賞教室を実施いたしました。武蔵野市民文化会

館改修後、初めての実施でしたが、運営委員や各学校の先生方のご尽力により、大きな

トラブルもなく、参加児童も演目「あらしのよるに」を望ましい態度で鑑賞し、豊かな

情操や感性を養うことにつながる学習を、無事に実施することができたと考えておりま

す。 

  10月下旬からは、各学校において学芸会や展覧会、文化祭、合唱コンクールなどの文

化的行事が実施されております。日ごろの学習や練習の成果を、子供たちが存分に発揮

してくれることを期待しております。 

  また、今年度の研究発表会についてですが、10月27日に千川小で「考え 取り組み 

振り返る 自ら学ぶ児童の育成」を研究主題に、体育科を中心とした教育課題研究開発

校の研究発表が行われました。教育委員の皆様にもご参加いただき、ありがとうござい

ました。今後、11月10日に第一小学校、１月12日に第三中学校、１月19日に第五小学校、

１月25日に第二小学校でそれぞれ研究発表会を実施いたします。 

  10月25日に開催した第１回目の開かれた学校づくり協議会、代表者会についてご報告

いたします。委員の皆様もご参加いただき、ありがとうございました。今回は地域コー

ディネーターによる学校支援をテーマに協議を行い、各代表者の皆様から地域の皆様に

よる学校支援についてなど、ご意見をいただきました。 

  10月27日に、第一中学校の開校70周年記念式典祝賀会が第一中学校でございました。

教育委員の皆様には、ご出席、ありがとうございました。当日は、市の理事者、関係部

課長、市議会議員、歴代の校長先生を初めとした学校の関係者や、かかわりの深い地域

の方々、150人近い方が集まり、70年の歴史をお祝いする会となりました。 

  事務局報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 事務局報告は終わりました。 

  ここで、傍聴の方が入室されますので少々お待ちください。どうぞ。 

  ただいまの教育部長の報告に、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。特にございませんか。 

  よろしいですか。 

  それでは、事務局報告を終わります。 

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

◎議案第13号 学区変更方針について（取下げ） 
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○宮崎教育長 次に、議案に入ります。 

  議案第13号 学区変更方針についてでございます。 

  この議案につきましては、去る９月及び10月の会議で議案として提出いたしましたが、学

区の変更で影響を受ける方にもう少し説明をして、その状況を再度聞いてから判断するとい

うことで継続審議となっておりました。この間の聞き取りの中で、議案第13号の内容につき

まして、市民の方からいただいたご意見で修正を加えるべきという判断に至りましたので、

この議案第13号は取り下げ、新たに議案を提案いたしたいと思います。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第13号につきましては、本日の議事に予定していましたが、これを取り下げたいと思

いますが、これに異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  それでは、異議ないものと認め、議案第13号 学区変更方針については、取り下げさ

せていただきます。 

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

◎議案第15号 学区変更方針について 

○宮崎教育長 それでは、改めまして議案第15号 学区変更方針についてを議題といたし

ます。 

  それでは、教育支援課長から説明をお願いいたします。 

○牛込教育支援課長 それでは、議案第15号 学区変更方針について、ご説明をいたします。 

  学区変更方針については、８月の教育委員会定例会で協議をいただいた後、市議会文

教委員会への報告、地域関係団体への周知説明、また保護者へのお知らせ配布、また説

明会を行ってまいりました。これらの説明会や意見交換を踏まえて、この第15号のとお

り修正の議案をお諮りいたします。修正議案については、２点、変更をしております。 

  議案と、資料としてつけました修正についての表をごらんください。 

  ２点。１点目の修正につきましては、１、大野田小学校の学区変更方針の（２）であ

ります。当初案では、「平成32年度の新入学者・転入学者から適用する。」としており

ましたけれども、修正議案では平成31年度以前の新入学者・転入学者についても、希望

がある場合は、千川小学校への入学を認めることとしております。 

  変更点の２点目につきましては、１の（３）でございます。当初案では、入学時点で
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兄姉が大野田小学校に在学している場合のみ、大野田小への入学を認めることとしてお

りましたけれども、修正案では、入学時点で兄姉が卒業している場合についても、大野

田小への入学を認めることとしております。 

  以上の２点につきましては、このたびの学区変更による教室数への増減の影響はなく、

また生徒としての公平性も担保できることから追加をしたものです。 

  続きまして、議案第15号の２につきまして、２の特別支援学級の学区変更方針につき

ましては、当初案から変更をしておりません。 

  ３の周知説明スケジュールについては、これまでの経過を報告いたします。 

  前回まで報告しましたとおり、８月に市議会文教委員会に行政報告をしました。その

後、大野田小地区と千川小地区の地域関係団体、計19団体に延べ32回にわたり個別に説

明をし、ご意見を伺ってまいりました。各団体の説明においては、教育委員会としては、

学校の運営には地域団体の皆様の協力が必要不可欠であるということを認識しているこ

と、また同時に全ての子供たちが日々学習できる教室、現場の先生方が十分に指導でき

る環境も確保する責務を果たすため、学区変更を行う必要があるということを丁寧にお

伝えしました。複数回にわたりお話をし、徐々にではありますけれども、一定のご理解

を得てきたという感触を得ております。 

  また、９月下旬には、市立小中学校・幼稚園・保育園を通じて保護者の皆様に、この

学区変更案についてお知らせを配布するとともに、今回、変更する地区において未就学

児のいる全ての世帯にダイレクトメールでお知らせをお送りし、周知を図りました。 

  さらに、10月には市報・ホームページに掲載し、また３回にわたり説明会を行いまし

た。説明会の期間中には、今回、変更する地区に在住しているＰＴＡの方々にも協力を

いただき、連絡網を回していただきました。説明会の当日は、このＰＴＡの該当地区や、

隣接する地区の代表の方々にも出席をいただきました。その説明会でいただいた意見と

しましては、学区の変更自体については、教室が不足するという事情があるので、やむ

を得ないものと理解するけれども、平成32年度からの学区変更に伴い、この地区が千川

地区になった後、引き続き大野田小に通う子供たちや、保護者の方々が肩身の狭い思い

をしないように配慮をしてほしい。また、登下校の地区編成については、混乱が生じな

いよう気をつけてほしいという趣旨のご意見をいただきました。 

  これにつきましては、学区変更後も引き続き大野田小学校に通う児童がいる以上、児

童や保護者の方々が気持ちよく、その学校に通えるよう、教育委員会としては責任を持
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って、学校長やＰＴＡとよく連携をしながら対応していくということを、お伝えしたと

ころでございます。 

  ４その他については、当初案どおり、井之頭小学校については、平成30年度に必要な

検討を行うこととしております。 

  以上が修正議案についての説明でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○宮崎教育長 教育支援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。 

  山口委員。 

○山口委員 複数回の話し合いで徐々にご理解をいただいているということですけれども、

本当にご苦労も多々あったことと思います。誠実で丁寧なご対応があったから、そうい

う方向に向けたのではないかと、ありがたく感謝いたします。 

  質問が１つあります。 

  先ほどの１の（３）の修正後の議案について兄姉が大野田小学校を卒業している場合

も入学を認めるということですが、今後、児童数の増加が予想される。学区変更という

ことが、他の学校でも考えられるかもしれない。それは、まだわかりませんけれども、

公平性を保つためには、そういう学校にも、このことは適用できる条件でなければなら

ないと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○宮崎教育長 その辺の見通しですかね。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 今回、こちらの修正案を入れましたので、今後もほかの地区で学区

の変更をする場合については、この要件は、公平性の観点から入れねばならないと考え

ております。 

  こちらの実際の影響なんですけれども、市内で幾つかのポイントを、エリアをサンプ

ルで見ましたところ、おおむね率でいうと３％から４％です。現在、小学校に在学して

いる児童で６歳以上離れた妹弟がいる数というのは３％から４％ということで、こちら

については学区変更の効果に大きな影響を与えるものではないというふうに認識をして

おります。 

○宮崎教育長 という答えですけれども、いかがですか。 
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○山口委員 ありがとうございます。そこまで見通して打ち出すのならば、いいと思いま

す。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 大変苦労されて、どうもお疲れさまでした。 

  そのような地元の方々、ＰＴＡの方々、保護者の方々の連携というんですかね、それ

は教育としては大事なことなので、ぜひ今後とも事務的に進めるだけじゃなくて、相手

の皆様のご意見等々を伺いながら、進めていただくということは大切だと思います。今

後ともそういう点でよろしくお願いしたいと思います。 

  ちなみに、これで周知は全て終わったと考えてよろしいのたとえでしょうか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 こちらは、今でき得る限りの周知につきましては行ってまいりまし

た。全ての対象者に周知については完了しております。 

○渡邉委員 終わったと。多少の個人的なこととかあるかもしれませんけれども、終わっ

たということで理解してよろしいわけですね。 

  ありがとうございました。 

○宮崎教育長 何か、例えば転入が今後あるようなときには、その都度、説明するという

形ですね。 

○牛込教育支援課長 そうですね。その都度、ケースに応じてお知らせをしてまいります。 

○宮崎教育長 さらに、説明、ご理解に努めていくということでございます。 

  よろしいですか。 

○渡邉委員 はい、結構です。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見いかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 私は、この機会に、地域の方のそれぞれの立場についてお話を、多くはない

ですけれども、お伺いして、その活動の中身を確認できたことは、とてもよかったと考

えています。地域の活動が、いかに長く続いているか、その歴史ですね、それを改めて

受けとめることができたと、一部受けとめることができたと思っています。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 
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  本当に地域社会が学校を支えていただいているということも、こういうことを通じて

本当によく実感されるところでございますので、今後とも地域との連携というのは大切

にしていきたいと思います。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、お諮りいたします。 

  議案第15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 異議なしのお声がございましたので、採決に入ります。 

  議案第15号 学区変更方針について、本案を事務局提案のとおり決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 異議なしのお声でございましたので、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。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 続きまして、本日は協議事項はございませんので、報告事項に入ります。 

  報告事項１、第４回 小中一貫教育検討委員会の状況報告についてです。 

  それでは、教育調整担当課長から説明をお願いいたします。 

○渡邉教育調整担当課長 報告事項（１）第４回 小中一貫教育検討委員会の状況報告に

ついて、ご説明いたします。 

  資料は、当日配付をさせていただきました。 

  10月31日、武蔵野プレイスで開催され、主な議題は２つございました。小中別教育と

小中一貫教育の多角的な比較について、それと市民意見の把握について、お諮りいたし

ました。 

  まず、小中別教育と小中一貫教育の多角的な比較についてでございますが、前回の検

討委員会で比較の視点についてご議論いただきました。それに基づきまして、プラスし

て、これまでの本市における検討資料、あるいは意見交換でいただいた意見、それから

文部科学省等の資料も参考にしながら、検討のたたき台として比較資料をお作りいたし
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ました。小中一貫教育、小中別教育で考えられる取り組み、効果、課題、そして考えら

れる対応策について、ここに記載の①から⑦のカテゴリーで整理してお出しいたしまし

た。 

  検討委員の方々からいただいた主な意見、幾つかピックアップしていきたいと思いま

す。 

  ①教科指導でございますが、小学校高学年の一部教科担任制の有効性についてご意見

をいただいた一方で、持ち時数等の関係で、しっかりと体制を組まなければいけないと

いうご指摘もいただきました。 

  ③社会性の向上では、不登校について幾つかご意見をいただきました。さらに、小中

学校別教育の場合には、中学校進学時の人間関係が心機一転される効果もあるというご

指摘もいただきました。 

  それから、④体力向上、運動習慣の確立、部活動でございますが、特に部活動でご意

見をいただきました。小中学校が同じように部活動をやるのは、いろいろな条件があり

難しいのではないかというご意見。それから、部活動そのものが変わらざるを得ない状

況にあり、これまでの部活を前提にはできないのではないかというご指摘もいただきま

した。 

  ⑤特別支援教育でございますが、特別支援教育の分野では、小中一貫教育のメリット

が大きいというご指摘。その一方で、中学校の特別支援学級では、教科担任制ではなく、

学級担任が全教科を教えている。全科目を教えていた小学校の教員から引き継ぎができ

れば、よくなるのではないかというご指摘もいただきました。そもそものお話として、

学校を支援する人材も必要であるというご指摘がございました。 

  ⑦学校と地域の協働体制でございますが、ＰＴＡなどについて９年間そのまま続ける

というのには無理があるのではないか。新しい形も考える必要があるだろうというご意

見。それから、小中一貫教育の場合は、中学校の規模が小さくなるため、職場体験など

特色ある活動をどのようにするかというのも課題であるといったご指摘をいただきまし

た。 

  その後、市民意見の把握について移りまして、事務局からは、12月から１月を予定と

して市民意見交換会やワークショップの開催、それからアンケートについて実施をした

いという、そういった案をご提示いたしました。 

  いただいたご意見ですが、小学校高学年も含めて、できるだけいろいろな世代の方が
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入ったほうがよいというご意見。それから、ワークショップについては、同じ属性ごと

に実施しても同じ意見が出てくるので、さまざまな属性を一緒にしてはどうかというご

意見。そもそもでございますが、出た意見の扱い方も含めて、あえて実施する必要があ

るか検討してほしいというご意見もいただきました。市民意見交換会やワークショップ

の資料については、その出し方を検討委員会にも諮ってほしいというご意見をいただき

ました。 

  さまざまご意見をいただきましたので、市民意見の把握については、もう一度、事務

局でも精査しまして、検討委員会にご相談をしたいと考えております。 

  次回は、11月７日を予定しております。 

  以上になります。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長からの説明が終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

  昨日あったものですので、本当に終わったばかりの報告でございますが、いかがでし

ょうか。検討委員会には、予定回数よりもちょっと増やしていただいて、非常に熱心に

ご検討いただいているところで、ありがたいなと思っております。 

  ご質問等ありましたらお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 質問が２点あります。 

  特別支援教育の２つ目のポチなんですが、中学の特別支援学級が、学級担任が全教科

を教えているってありますけれども、私の認識では、確かに学級担任が複数教科を教え

ているのだと思うんですが、講師も、何名か入っていると思うんですね。だから、全部

を学級担任が教えているというのは、ちょっと違うんじゃないかなと。このあたり教え

てほしいと思います。 

  それから、⑦の一番下ですが、規模が小さくなると職場体験に課題があるというのは、

これはどういうことを言っているのかな。逆に少ないと相手が少なくて済むから、実施

しやすいのではないかと思ったんですが、このあたり、教えてください。 

○宮崎教育長 これについては、どなたから。 

  指導課長、お願いします。 

○秋山指導課長 では、その学級担任のところを私から。 

  確かに山口委員、ご指摘のように、一部教科については講師を入れておりますので、
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全部が学級担任ということではなくて、一部については講師も入れております。 

○宮崎教育長 では、教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 ２点目のご質問、⑦の部分でございますが、小中一貫教育の場

合は、小学校区を考えておりますのでエリアが小さくなります。そうしますと、お願い

できる職場体験先が減ってしまうんではないかという懸念ですね、そういったご意見を

いただいたところです。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 学区のあるエリアの職場だけにお願いしている現状じゃないと思うんですが。

そういうことを考えると、むしろやりやすくなるのかなと思いますが。 

○宮崎教育長 そういう回答というか、説明もされたのかな、昨日は。いかがでしょうか。 

○渡邉教育調整担当課長 昨日は、そこまで事務局からはお返しはしていません。 

○宮崎教育長 そうですか。これは、そういうふうな見方のままですと、多分誤解に近い

感じだと思いますので、どこかで次回でも、それについてこういうお考え方がというこ

とを言ったほうがいいんじゃないですかね。 

  教育部長。はい、どうぞ。 

○竹内教育部長 このご質問は、一中フェスタでいろいろ地域の事業所の方も含めてかか

わっていただいて、中学校区だからそういうことができるということの流れでおっしゃ

ったものです。山口委員がお話しになったように、小さい規模であればそれだけ生徒数

も少なくなるので、相対的にはそう大きい問題ではないんじゃないかというのもそのと

おりなので、もう少し今回もそうですけれども、次回以降も、ご質問には一定程度、お

答えしていきたいと思います。 

○宮崎教育長 そうすると、先ほどの特別支援教育も同じような形で、ご意見としてこう

やって出てきたら、そのまま出るのはいいんですけれども、それがちょっと違った言い

方をされたのかもしれないし、ひょっとしたらそういうところのご理解が弱かったのか

もしれない、不十分だったかもしれませんね。それを補っていただくといいなと思いま

す。そのまま載せると、おっしゃった方も何か責任を感じるかもしれませんので、少し

そこはよく精査していったらいいかなという気がいたします。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 ７番まで整理された形で出ているわけですけれども、これはこういう形で、

これについて話し合いましょうというふうにやられているのか、それともいろんな意見
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を整理していただいたのか、その辺はどうなんですか。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長、どうぞ。 

○渡邉教育調整担当課長 これまでの意見を踏まえまして、こういったカテゴリーをたた

き台としてお示しをしまして、昨日の議論では、このカテゴリーを変えることも含めて

議論をしましょうといった形になっております。 

○渡邉委員 そうですね。例えば小学生、子供たちの生活がどうなるかとか、やっぱり子

供たちが大切なんでね。大人の目線だけでなくて、子供たちの立場に立った項目という

のですか、それも考えていただけるとね。非常に重要な点なので、ぜひお願いしたいと。

やっぱり幾つか分けて議論するって、非常にいいことだと思いますが、その分ける中に

どういう項目を入れたらいいかと。今、今後の課題っておっしゃっていましたが、それ

は大切なことなので、それの出し方によってどちらがいいか、良さが変わった表現にな

っちゃう可能性があるので、すごく大切なことだと思うので、大変ですけれども、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 この小中別の教育で、今後、発展していく場合と、それから小中一貫教育、

施設一体型で発展していく場合、これの比較というのは、まだこれからも何回かあるわ

けですね、協議の機会はあるということですね。 

○渡邉教育調整担当課長 はい。 

○宮崎教育長 では、そこでは今おっしゃったような観点も、もし話題にできれば、ぜひ

お願いできればと思います。 

  ほかにご質問、ご意見、いかがでしょうか。ございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、先ほど、これまでいただいたご意見等も踏まえて、次回以降の検討委員会

の運営に生かしてまいりたいと思います。 

  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２、平成29年度セカンドスクール・プレセカンドスクール実施状況に

ついてです。 

  それでは、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 平成29年度セカンドスクール・プレセカンドスクール実施状況につ

いて、ご説明いたします。 

  まず、先ほど部長からの報告にもありましたように、本年度実施した全ての学校で大
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きな事故等なく、無事にセカンドスクール・プレセカンドスクールを終了したことをご

報告いたします。 

  それでは、資料をごらんください。 

  最初に、小学校５年生、中学校１年生を対象にしたセカンドスクールについて説明い

たします。 

  今年度、小学校におきましては、６泊７日が11校、７泊８日が１校、中学校では６校

全てが４泊５日で実施いたしました。出席者は、小中学校、合わせて1,466名、欠席者

は13名でございました。 

  続いて、裏面をごらんください。 

  小学校４年生を対象にしたプレセカンドスクールにつきましては、全12校が２泊３日

で実施し、出席者は962名、欠席者は７名でございました。 

  なお、セカンドスクールとプレセカンドスクールを合わせた出席者は2,428名、欠席

者は20名、参加率は99.2％でした。 

  来年度も、学びのある活動の充実を図り、事前事後の学習を含め、狙いを明確にした

セカンドスクール・プレセカンドスクールとなるよう計画を進めてまいります。 

  以上で説明を終わります。 

○宮崎教育長 ただいま統括指導主事からの報告が終わりました。 

  ただいまの説明に、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、どうぞ。 

○渡邉委員 欠席者が、気になるところなのですが。原則、全員が参加できるといいなと

思っているわけですけれども、その欠席の理由が、どういうのが多かったのか、わかっ

たら教えていただきたいことと、そこからまた子供たちの問題点の発見というんですか

ね、そういうことがわかると思うんですね。何で行きたくなくなっちゃったのかとか、

そういうことあるかもしれませんし。そういうことで、もし何か情報が、わかれば教え

ていただけるとありがたいなと思います。 

○宮崎教育長 統括指導主事、お願いします。 

○木下統括指導主事 欠席理由についてですが、一番多いのは、やはり体調不良というこ

とが多い状況です。ちなみに、セカンドスクールでいうと、10名が体調不良ということ

で、13名中10名となります。プレセカンドスクールについては、４名が体調不良という

ことで、ほぼ体調不良での休みという理由があります。そのほかについては、例えば忌



－16－ 

引であったりとか、長欠の傾向がある子供等という話は報告の中で伺っております。 

  それから、プレセカンドスクールについてですが、体調悪い子、欠席のほうに入って

いないんですけれども、実際その体調が悪い子というのはいて、それで途中で参加する

子供というのも、やはり数多くおります。例えば小学校のセカンドスクールだと、９名

が途中から体調が回復し来るということで、非常に楽しみにしているという中で、おく

れて参加するということで、保護者と事前に連絡をとりながら来るというような状況も

ありますので、途中から来ていいというところを事前に話すことも、すごくその取り組

みとしては大事なことではないかと思っておりますし、最終的に来れなかった子供につ

いても、学校でフォローをしたり、戻ってからの事後学習をフォローしたり、例えばプ

レセカンドスクールのときに、そういうフォローをすることで、セカンドスクールの出

席につなげようというところを、学校では取り組んでいるところでおります。 

  以上でございます。 

○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 以前は、逆に休みがちなんだけれども、セカンドスクールだけは参加した

いという形で、ご参加される方も結構いたりして、いろいろ皆さん、楽しみにしていた

だいて、そして充実した参加をしていただけるのは本当に一番いいわけですが、100％

はなかなか現実的に難しいかもしれませんが、それを目指して学校では努力していると

いうことですね。 

  ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 今、途中参加というのがありましたけれども、現地で具合が悪くなって帰っ

た児童・生徒が、もし何名ということがわかっていれば教えてください。 

  それから、２点目は、これは意見ですが、もう二十数年という歴史を重ねてきている

んですが、地元が熱心であればあるほど、用意されたもの、しつらえられたものが体験

の場になってくる危険性があるのではないかと危惧するんですね。学校と地元の方が、

地元の自然環境、人材環境を生かしながら、子供たちの学習活動をつくっていくという、

自分の学校の子供の実態を考えてつくり上げるという最初の理念みたいなものを大事に

して、いわゆる半既成みたいなものにのっかった活動というのは、できるだけ避けてい

ったほうがいいと思っています。 
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  これは意見です。 

○宮崎教育長 ご意見として、そうですね。本当に難しいですけれども、受け入れていた

だく側が熱心になって、次第にパック的な形になって、レディメイドの活動ということ

になると、何か目標が達しにくいということがあるかもしれません。大変難しいと思い

ますけれども、そこら辺は。何か実情ありますか。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 まず、ご質問にありました途中で戻った子供の数ですけれども、小

学校、セカンドスクールでは４名、中学校では２名。それから、プレセカンドスクール

では１名で、合計７名が途中で戻っております。この理由は、途中で体調不良を起こし

たということです。 

  ２点目のところでございますが、委員がおっしゃられたように、やはり体験ありきの

セカンドスクールでは学びがないというところで、これについては事前の説明会でも話

をした上で、事前に各学校との打ち合わせをヒアリングということで行うんですけれど

も、その際にも、今年度は様式を少し変えて、その体験については、この体験を行うこ

とでどのような学びがあるのか、全て学校に事前に出していただいた上で、ヒアリング

でもさらに聞き取りをして掘り下げています。やはり前の年と同じものをただ行うとい

うことではなくて、必ずその学年、その学年の子供たちに合った学びを行うことを確認

した上で、事前の学習、それから戻って学習のところまで見通しを持ってやっていくこ

とが、ただの体験ということではなくて、学びにつながっていくと考えて、学校とも連

携をして行っていくように努めております。 

○宮崎教育長 いかがでしょうか。 

  山口委員。 

○山口委員 目的あっての体験活動なので、やはり体験で楽しんで終わったじゃなくて、

その意義をしっかりと捉えていくことが大事だと思っていますので、よろしくお願いし

ます。 

○宮崎教育長 指導課のほうでは、十分に何かそういう教育活動について、セカンドの予

定を伺ったりする機会というのはあるわけですよね。 

○木下統括指導主事 全ての学校でそれぞれのセカンドスクール、プレセカンドスクール

ごとに時間をしっかりととって、管理職と担当の教員と事務局とで、必ずヒアリングで

中身についても細かく打ち合わせをさせていただいております。 
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○宮崎教育長 そうした機会に、今の山口委員のおっしゃったようなご意見も、ぜひ反映

していきたいなと思いますね。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 今のことに関連するんですけれども、地元の方々は、自分たちのいいところ

を見せたいと、そういうことが中心になってしまうのかもしれませんけれども、一方困

ったこともたくさんあって、そういうのを一緒に考えていくとか、そういうことも大切

なのかなというふうに思うんですね。中学校の発表会、昨年度ですかね、中に、地元の

方がこういうふうに困っているんだということが発表の中にありました。特に中学校ぐ

らいだとその辺が理解しやすくなりますので、そういうことも地元の方と相談してやっ

ていただけると、お互いのよさ悪さ、悪さという言い方、変ですけれども、困ったこと

について共有化を図れるのかなと。そうすると、ではこういう点で、みんなで地元の

方々に協力していくといいのかなという芽生えができるような気もするので、その辺り、

今後の活動にうまく生かしていただけるといいなと思いました。 

○宮崎教育長 そうですね。中学校でも以前、長野オリンピックの負の遺産について、き

ちんと地域の方から伺ってきて、それで学んだという、学びを深めたということがあり

ましたね。非常に印象に残っていますね。それは本当に用意された活動ではないという

感じでしょうね。子供たちの問題意識から出る活動も大事だと、中学生ぐらいですとね。 

  ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。 

  小出委員、どうぞ。 

○小出委員 今年、どうも秋というと長雨のイメージがあるんですが、随分影響はあった

んでしょうかね。 

○宮崎教育長 いかがでしょうね。みんな心配していたと思います。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 どれぐらいの雨の日数だったか、把握はしていないんですけれども、

各学校、事前に雨の場合の予定というのは必ず立てておりまして、例えば行程の中でず

らして、できる限り当初の予定が立てられるようにということが１つと、それからやむ

を得ずできない場合についても、各学校で、そこであいてしまったりとか、狙いが達成

できないことがないように、別のメニューは用意して行っているので、そのあたりにつ

いては各学校で対応できていると考えております。 

○宮崎教育長 今年で聞いたのでは、日数が長いので、入れかえを行って、雨が降ったら
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次の日に外を歩くものは持っていったとか、そういうのは聞いておりました。ですから、

ある程度、長期にわたる活動なので、そういう融通もきくのかもしれません。 

  小出委員、よろしいですか。はい、どうぞ。 

○小出委員 もう一つですけれども、皆さん、他府県へ行っているんですが、ダブってい

るところ、これは同じ設備を使っているんですかね。小学校でいえば、長野県の飯山市

というのが結構、これは違う設備、施設を使っているんですかね。 

○宮崎教育長 同じところを利用している場合もあるのかな。いかがでしょうか。 

○山口委員 飯山市としては同じだけれども、地区が違うんですよ、学校ごとで。飯山市

は同じだけれども、飯山市のどこという…… 

○宮崎教育長 ２つか３つあったでしょうかね、あそこは。 

○大杉教育企画課長 飯山は３つぐらい地区もありますし、同じ地区でも、上のほうと下

のほうで違ったりとか…… 

○小出委員 大きいんですね、飯山市自体が。 

○大杉教育企画課長 はい、広いです。 

○宮崎教育長 では、統括指導主事、記録に残りますので、きちんと発言をお願いいたし

ます。 

○木下統括指導主事 例えば先ほど出ました長野県の飯山市ですと、ほぼ違う地区なんで

すけれども、例えば豊田地区に第四小学校、それから境南小学校が行っている。これは

同じ地区ということになりますが、ただ表のほうにもございますとおり、日が違いまし

て、第四小は６月に行って、境南小は９月に行くことで、時期をずらして行っていくと

いうような方法になるかと思います。 

○小出委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 それにしても、飯山市は多いんですけれども、こうやって見ますとね。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 南魚沼が、２つあるんですが、これは地区が全然違うところです。 

○小出委員 魚沼、２つ…… 

○山口委員 南魚沼。 

○宮崎教育長 南魚沼。本宿小、千川小ですか。 

○山口委員 一小の魚沼市というのがありますよね。 

○宮崎教育長 一小は魚沼ですね。 
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○山口委員 それから、本宿の南魚沼と千川の南魚沼とありますよね。 

○宮崎教育長 五小もそうかな。 

○山口委員 それから、五小も南魚沼。同じ民宿を使うんじゃなくて、地区自体が違う。 

○小出委員 ずらして…… 

○山口委員 だから、一小で行ったときに、向こうに見えるところに五小が来ると言われ

ました。 

○小出委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 少しずつ、やっぱり余り重ならないようにということで工夫はされている

ようですね。そこは自然と調整がされているのかもしれません。 

  ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  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。 

  次に、報告事項３、第８期武蔵野市図書館運営委員会委員についてです。 

  これは図書館長から説明をお願いします。 

○養田図書館長 武蔵野市立図書館では、その運営に関して地域から広く意見を求め、武

蔵野らしい特色ある図書館づくりを行うため、武蔵野市図書館運営委員会を設置してお

ります。このたび、その第８期の運営委員会が決定いたしましたので、ご報告をさせて

いただきます。 

  こちらの名簿、委員名は五十音順に並んでおります。任期、所属等は記載のとおりで

す。 

  学識経験者の中では、１番の井之頭小学校の校長、赤羽先生のみが、今回、新任にな

っております。３番、６番、７番、８番の学識経験者の方は再任となっております。市

民公募の委員につきましては、２番、４番、５番になりますが、こちらは全員、入れか

えとなっております。 

  なお、第１回の会議は11月９日の木曜日、午後６時30分から中央図書館３階、視聴覚

室で公開にて行われる予定でございます。 

  私からは以上です。 

○宮崎教育長 図書館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。 

  山口委員。 
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○山口委員 こういうことを聞くのは、自分でもちょっと恥ずかしいんですが、今ごろに

なってと思われるかもしれませんが、再任というのは何回ぐらい更新されるのかなとい

うのが１つです。 

  ２点目が、市民公募委員が３名いらっしゃるんですけれども、この公募をかけたとき、

何人ぐらい応募されてくるのか、そしてどういう観点でこの方々を選ぶのか、これが知

りたいなと思ったものですから。 

  お願いします。 

○宮崎教育長 ２点ですね。 

  では、図書館長、お願いします。 

○養田図書館長 まず、学識経験者の再任に関しては、制限を設けておりません。こちら

に関しては、図書館とご本人のご意向で、再任は何度でも妨げないという形になってお

ります。 

  それで、市民公募委員ですけれども、こちらはできるだけ広く市民の方の意見を伺う

という観点から、毎回、基本的に入れかえをするような形にしておりますが、今回、大

体20名程度の方から応募があったと思います。基本的には、書類選考でございまして、

武蔵野市の図書館についてということで論文を出していただきまして、それを図書館、

また教育部長、教育長の選考により、３名の委員さんを選考しているという現状でござ

います。 

○山口委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  ないでしょうか。 

  それでは、ないようですので、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。 

  まず、３点ですかね、用意されているのは。 
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  まず、第１点、むさしの教育フォーラムについて、指導課長、お願いします。 

○秋山指導課長 それでは、お手元に水色のチラシを入れさせていただきました。以前に

もご案内をさせていただいているところですが、今週の土曜日、11月４日、１時半から、

武蔵野スイングホールにおいて、むさしの教育フォーラムを開催させていただきます。

今年度のテーマは、「これからのＩＣＴ教育と学校・家庭・地域で考える情報モラル教

育」ということで、ＳＮＳの普及にあたりまして、やはりこの情報モラルというのは特

に大事かなということで、こちらをテーマに設定して、学校のＩＣＴ教育の取り組みの

発表、それからこの情報モラルについての講演と意見交換、そのような内容で予定をし

ております。お忙しいとは思いますが、できましたらご参加いただければと思っており

ます。 

  よろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 説明は終わりました。 

  何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 今、申し込みでされていると思うんですが、大体どのぐらいの申し込みがあ

るんでしょう。 

○宮崎教育長 統括指導主事。 

○木下統括指導主事 つい先日も開かれた学校づくり協議会のときにもお配りさせていた

だき、またそこでお声がけいただいたところがございまして、またふえている状況があ

るんですけれども、昨日の段階で80を超えていますので、それよりもう少しいくぐらい

かなと考えております。当日直接でも例年、来ていただく方もいらっしゃいますので、

それもまた加えられるかなというふうに考えております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 結構です。ありがとうございました。 

○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、次ですね。次は、むさしの給食・食育フェスタ2017ですね。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 むさしの給食・食育フェスタ2017、カラーのチラシでございます。

11月25日、土曜日の10時から14時半まで、境の市民会館で行います。例年、８月にやっ
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ているイベントですけれども、今年は８月に地域コミュニティ食堂をやりました関係で、

こちら給食・食育フェスタについては11月に開催ということになっております。 

  テーマは、「～味わって・体験して・知ろう むさしのの食育～ 五感を使って実り

の秋をたのしもう」ということで、チラシ、記載のとおり魚のさばき方教室だとか、あ

るいは学校給食、今年はうどんを味わうことができたり、武蔵野の学校給食についてよ

り深く知っていただく機会としております。例年、このイベントについては300名程度

が来場していただいておりますので、ぜひ来場のほう、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 説明は終わりました。 

  何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  では、よろしいですか。 

  では、次に、それでは生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 私から、むさしのサイエンスフェスタ2017、水色のチラ

シになりますけれども、こちらについてご案内をさせていただきます。 

  日にちにつきましては、11月３日、先ほどご案内のありました教育フォーラムの前日

になります。70周年記念式典のすぐ直後ですが、13時から16時まで総合体育館と陸上競

技場で行います。 

  裏にブースの全貌が書かれておりまして、今回については34のブースに出展をいただ

いております。ブースの担当についてもお示ししてございますが、今回も一中さん、五

中さん、六中さんの科学部、あと成蹊大学さんにも引き続きご出展をいただいておりま

す。 

  昨年の28ブースから34ブースに増えまして、文教委員会でも、大分増えているけれど

も大丈夫ですかというようなご心配のお声もいただいておりますけれども、さらにレイ

アウトの工夫や、警備員の増員を行いまして、当日もしっかり目配りをして、事故のな

いようにやっていきたいと考えております。 

  今回、３つほど大きなトピックがございまして、１つは、すみません、お配りしてお

りませんけれども、こういった解説書をお配りする予定でおります。34ブース、それぞ

れの解説を、どんな実験なのかですとか、実験の仕方ですとか、おうちでやる場合には、

こんなところに気をつけてくださいねですとか、そういったことをちょっと付させてい

ただいておりまして、これを全員に配りたいと思っています。学びをより深めていただ
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くということと、それからあの実験やりたかったのにいっぱいでできなかったみたいな

方がいらっしゃいますので、これでご自分でおうちに帰ってできるものは試してくださ

いねというような趣旨でつくりました。 

  そして、２つ目につきましては、今回、グリーン電力の会社さんにブースに入ってい

ただきまして、全ブースの電力をこれで賄うということを、行っております。廃油を使

ったバイオマス発電車でブースの電力を供給するということをやりたいと思っておりま

す。 

  なお、ここにテレビ朝日さんも取材に来たいというお話もありまして、撮影について

はよく気をつけながらやっていただきたいと思っています。 

  そして、３つ目ですけれども、今回、サイエンスクラブの卒業生の方が、ボランティ

アでお手伝いに来ていただいています。サイエンスクラブにもお手伝いに来ていただい

ておりますけれども、第二中学、３年生の岸田彩花さんという方で、この方、昨年の第

60回日本学生科学賞、東京都大会で優秀賞をとられていまして、そのときのテーマが

「人工イクラの強度を高めるには？」というテーマで、まさにサイエンスクラブでやっ

たものを、さらに深めようと実験をされて優秀賞をとられたという方です。 

  なお、今年の第61回につきましては、「人工イクラで植物を育てるには？」というテ

ーマで最優秀をとられていて、全国大会に、これで進まれるということを聞いておりま

す。 

  ５日にはファミリースポーツフェアもございまして、３連休、いろいろございますけ

れども、できれば足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○宮崎教育長 生涯学習スポーツ課長の説明は終わりました。 

  何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  サイエンスフェスタ。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 これは大野田小学校が会場だったときの話ですけれども、電力不足に陥って

プラネタリウムがうまく上映できなかったということがありましたでしょう。今年は電

力は大丈夫ですか、ということを質問しようと思っていたら、今日グリーン電力のこと

を教えていただきました。ああすごいと思ったんですけれども、でも、いろんなところ

で少しずつ使うと、一時的に電力が足りなくなるかもしれません。供給は大丈夫ですか。 
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○宮崎教育長 生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 実は、昨年のサイエンスフェスタでも、当日の電気関係

のセッティングで、一部やはり不具合がありまして、始まって何分かしてから電力が一

度落ちるというような事故がございました。このあたりの反省もございますので、前日

のセッティングから、バイオマス発電を行うティービーエムさんとも打ち合わせをよく

やりまして、当日そういったことがないように万全を期していきたいと思っています。

前日の準備からしっかりやっていきたいと思っておりますので、今回についてはそんな

ことがないと考えております。 

  以上です。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 山本委員、よろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 安心できました。 

○山本委員 安心できました。 

○宮崎教育長 ほかにいかがでしょうか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 冊子のチャレンジ、大変よいと思います。やはり何か持って帰れるものがあ

るというのはすごく大切なことなので、家でできない実験もあるかもしれませんけれど

も、家でもできるということが伝えられるといいと思います。大変いい企画で安心しま

した。 

  よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 ほかにございますか。 

○山口委員 ほかのことでいいですか。むさしのサイエンスフェスタが終わったら、次に。 

○宮崎教育長 サイエンスフェスタについては、いかがでしょうか。 

  これ大変大きなイベントに成長してきていて、また内容が充実してきておりますので、

今年もまた多くの方がきっと会場前では並んでいただくことになるかと思うんですが、

なるべく快適に過ごしていただけるように努めたいと思います。 

  ご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

  山本委員、何かありますか。このことですね。 

○山本委員 はい、このことです。 
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  天気予報が雨になっていますでしょう。そうすると、ぬれた傘をどこに置くかとか、

ちょっといつもと違うことが起こるので、その部分もどうぞよろしくお願いします。 

○宮崎教育長 この辺は大丈夫でしょうかね。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 天気のほうは、確かに危なかしい予報になっております。

基本的には大きなバケツを幾つか用意しまして、そこに入れていただくことを考えては

いるんですけれども、昨年も1,700名程度、ご入場いただいておりまして、今年も恐ら

くその程度は来ていただけるものと思っております。ですので、あわせてビニールも用

意しまして、また警備員にもよく周知をして、当日、事故がないようにやりたいと思っ

ております。 

○宮崎教育長 準備も大変ですけれども、多分、前日も夜くらいになると思うので、準備

のほう、よろしくお願いいたします。 

  山口委員、その他のことで。 

○山口委員 ２つあります。 

  １つは、図書館長さんは、これもその他で言ったほうがよくないですかと思いまして。 

  それから…… 

○宮崎教育長 私はわからないんだけれども、何か出ているんですか。 

○山口委員 読書の動機づけ指導50周年記念の事業が２つ出されているんですね。 

○宮崎教育長 これは予定はしていないのかな。 

○養田図書館長 はい、一応、資料提供だけ。 

○宮崎教育長 資料提供だけで、その他としては扱わないということですね。 

○山口委員 言ったほうがいいんじゃないかなって言ったんです。 

○宮崎教育長 傍聴の方もいらっしゃるので、あらかじめ用意したものになるんですが、

いかがでしょうか。 

○山口委員 ああ、そうですか。わかりました。 

○宮崎教育長 何か今ありますか、それ。 

  では、口頭だけになりますけれども、私もちょっと資料がないのでわかりませんが、

それに何かご質問があれば、では伺ったりできるかと思いますが。図書館長は、手元に

ありますか。 

○養田図書館長 はい、私は。 
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○宮崎教育長 では、どうぞ。 

○養田図書館長 では、口頭で説明させていただきます。 

  １つ目の杉山亮さんの「ものがたりライブ」というのは、10月29日、この前の日曜日

に終了いたしまして、非常に悪天候の中、小学生が対象だったんですが、午前も午後も

50名以上来場していただきまして、児童文学家ですね、ミルキー杉山でおなじみの杉山

亮さんが中央図書館にやってくるということで、「ものがたりライブ」を行っていただ

きました。 

  それで、もう一つのほうが、11月12日の日曜日に読書の動機づけ指導50周年記念、

「子どもたちに読書の喜びを」ということで、児童文学者の山花郁子先生と絵本作家の

長野ヒデ子先生の対談が行われます。こちらは11月12日、日曜日、午後２時から中央図

書館３階の視聴覚ホールにおいて、こちら事前申し込みはございませんので、当日、会

場に直接お越しいただければ結構です。この対談の前に、読書の動機づけ指導の記録映

画「波紋」を、昭和43年作成のものですが、こちらを上映させていただきます。こちら

には、宮崎教育長もご出席されますので、もしよろしければ、ぜひお越しいただければ

と思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 図書館長から読書の動機づけ指導50周年記念のイベントについて、今説明

を行いました。 

  傍聴の方に資料ございませんが、申しわけございません。今の口頭でご理解いただき

たいと思います。 

  ほかに。 

○山口委員 それから、もう１点が…… 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 このお知らせは、子供の手を通して渡していると思うんですが、そのほかに

はどういうところで市民に知らせているのかなと思ったんですが。サイエンスフェスタ、

食育フェスタ、それから教育フォーラム。 

○宮崎教育長 それでは、これはそれぞれに答えをお願いいたします。どういうところで

伝えているかですね。 

  まず、では教育フォーラム。 

  指導課長。 
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○秋山指導課長 学校を通してのほかに、それから開かれた学校づくり協議会の代表者会

で配布をさせていただいて。コミセンに置かせていただいて、とっていただく形にして

います。市政センターにも置かせていただいています。 

○宮崎教育長 ありますか。 

  それでは、給食・食育フェスタのほうはどうですか。 

○牛込教育支援課長 給食・食育フェスタについても、市政センターですとか、コミュニ

ティセンターなどの公共施設ですとか、あるいは昨年度から商店会連合会にも協力をい

ただいて、幾つかの商店、店でも配布、置いていただいています。 

○宮崎教育長 お店でね。それは食品とか、そういう関係のお店ですね。 

○牛込教育支援課長 そうですね。 

○宮崎教育長 そうですか。 

  そして、では生涯学習スポーツ課長。サイエンスフェスタ。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 サイエンスフェスタです。これもおおむね同じですけれ

ども、各学校様を通して児童・生徒の方々にですとか、コミセン、市政センター、プレ

イス、市民会館、歴史館、それから各出展者の方にも幾つかお配りをして、それぞれの

団体の中でお配りをお願いしております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ということです。山口委員、よろしいですか。 

○山口委員 はい、ありがとうございます。 

○宮崎教育長 それでは、ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

  その他、ほかにございますか。 

○大杉教育企画課長 特にございません。 

○宮崎教育長 ございませんか。 

  それでは、これをもちまして本日の公開部分の議事については終了いたしました。 

  次回の教育委員会定例会は12月８日、金曜、午前９時30分から開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

   

 




