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● 小学校第3学年からの外国語活動（週1時間）

● 小学校第5学年からの外国語（週2時間）

● 小学校でのプログラミング教育

● 道徳教育の充実
※「特別の教科 道徳」は特定の考えの押し付けや、評価を入試で使用すること

はありません。

他にも次のことを始めたり、重視したりしていきます。

締 　 　 切

注 意 事 項

提  出  先

計画案配布
生涯学習スポーツ課　生涯学習係  TEL（60）1902問合せ

指導課　指導主事　TEL（60）1898問合せ

提出方法

 関連❶  国語科　「著作権について知ろう」

おすすめの本の紹介文を作る際に、著作権や引用の仕方を学ぶ。

 関連❷  特別の教科 道徳　「情報モラル」

チェーンメールについて知り、守るべきルールを考える。

 関連❸  特別活動　「セーフティ教室」

携帯電話会社と連携し、ＳＮＳでできることや、使い方を学ぶ。
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1面

2面

3面

4面

●新しい学習指導要領が全面実施となります！　●第二期生涯学習計画（仮称）の中間まとめ　市民意見募集中

●特別支援教室の指導体制を充実させます　●障害者のためのスポーツ広場事業をご存知ですか？
●武蔵野市ロードレース出場者募集 ～第60 回市内駅伝競走大会・第29回市民健康マラソン大会～

●武蔵野市少年野球連盟「令和元年度東京都スポーツ功労賞」受賞

●武蔵野市スポーツ推進委員協議会「令和元年度全国優良団体表彰」受賞

●平成31年度「全国学力・学習状況調査」の結果について　●ふるさと歴史館開館５周年

●市内中学校総合体育大会の結果について　●むさしの教育フォーラムを開催しました

全面実施新しい となります！
※小学校は令和2年度、中学校は令和3年度より

学習指導要領

生涯学習計画（仮称）の中間まとめ武蔵野市
第二期

が

市民意見
募集中

12月31日（火）　　　　　　　　郵送、メール、ファクシミリ、直接持参のいずれか

氏名・住所・電話番号の記載必須

武蔵野市教育委員会　教育部　生涯学習スポーツ課　※閉庁日は当直室へ
●郵送先：〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　●メール送付先：SEC-SYOUGAKU@city.musashino.lg.jp
●ＦＡＸ送付先：0422-51-9269

生涯学習スポーツ課、各市政センター、各コミセン、図書館、
市民会館にて配布  また、市ホームページでも閲覧可能

　多様な人々と協働して社会の変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な

社会の創り手になれるよう、子どもの学びを進化させていきます！

　そのために市教育委員会では現在、新学習指導要領を踏まえた第三期武蔵野市学

校教育計画を策定しています。計画については次号掲載予定です。

現在、平成22年度に策定した生涯学習計画を改定する作業を行っ
ています。改定に際して、市民の皆様のご意見をお寄せください。

学習指導要領って何ですか？

家庭でできることは
ありますか？

どうやって育むんですか？

どの学校でも教育の水準を保てるよう、国が定めた学校のカリキュラムの

基準です。およそ10年に一度改訂されています。今回は、社会に出てか

らも学んだことを生かせるよう、次のような資質・能力を育むことを目指

しています。

学校では、次のような取組を進めます。

❶ 「主体的・対話的で深い学び」として、子どもの学ぶ意欲を高め、見方や考え方を

身に付けられるよう、教師が知識を教え込む授業形態ではなく、子どもたちが話

し合ったり物事を追究したりする授業を目指します。

❷ 「カリキュラム・マネジメント」という、いろいろな教科を関連付けて学ぶ、地域や

関係者の方々に協力いただきながら学ぶなど、日々の生活や社会とつながるよう

な学習を進めていきます。

例えば、次のように子どもの学ぶ意欲を高めていきましょう

❶ 学校での様子など、お子さんとの会話を楽しんでください。

❷ お子さんの興味を広げられるよう、図書館

などで様々な本を薦めてください。

❸ 最後までやり抜く体験をさせ、お子さんが

自信を深められるようにしてください。

社会や生活で生きて働く

知識及び技能

未知の状況にも対応できる

思考力、判断力、

表現力 など

小学校第5学年社会科「情報化社会とわたしたちの生活」を中心とした取組

詳しくは

コチラから

情報を活用する様子が
分かったよ！

これからどう生かすか
皆で考えよう！

学校の調べ学習で

インターネットを使うね。

病院でも電子カルテや

情報ネットワークを

使っているよ。

そういえば、国語や道徳

の授業で情報の扱い方

の学習をしたね。

セーフティ教室で、携帯電

話会社の方からＳＮＳの使い

方も教わったね。

学んだことを人生や社会に

生かそうとする

学びに向かう力、人間性 など

身の周りにはインター
ネットをはじめ、いろい
ろな情報があります。
どんなところで活用し
ていますか？

例



TOKYO障スポナビに掲載されました ！
https://tokyo-shospo-navi.info/interviews/musashinoshi

HPはこちらから ！
https://musashino.or.jp/sports/

障害のある方が「好きなときに気軽にスポーツが出来る環境づくり」

を目指して、月１～２回のペースで開催しています。

　障害の種別に関係なく、好きな時間に来て ⇒ 自由に身体を動かして ⇒ 好きな時間に帰る

ことができます。ご希望があれば、常駐スタッフが用具の使い方の説明をします。

　福祉作業所や放課後等デイサービスのプログラムの中に取り入れたり、学校や作業所・デ

イセンターが終わってからご家族やお友達、ガイドヘルパーの方々とご利用いただけます。

　特別支援教室は、学校生活にうまくとけ込めない、学習が思

うように進まない、友人とうまく関われない生徒等を対象として、

担当教員が各校の特別支援教室を巡回して指導する制度です。

今まで第二中学校に設置していた通級指導学級で行ってきたコ

ミュニケーションの指導や特性に応じた学習指導を、生徒が在籍

校で受けられるようにするものです。

　武蔵野市では、小学校においては平成２９年度から設置してお

り、中学校においても、令和２年度から設置する予定です。

　小学校特別支援教室は、平成２９年度に導入してから児童数

が増加し続けています。在籍校の教員と巡回指導教員の連携を

強化し、引き続き一人ひとりに応じた指導・支援を行うため、令

和2年度から新たに千川小学校を拠点校とします。これに伴い、

拠点校グループを一部変更します。

　千川小学校、大野田小学校及び関前南小学校の児童もこれま

でと同様、在籍校での指導となります。また、拠点校が増えるこ

とにより巡回の負担を軽減し、きめ細かい指導の充実を目指しま

す。

（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　TEL（56）2200問合せ

教育支援課　特別支援教育・教育相談係　TEL（60）1908問合せ

問合せ

（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　TEL（56）2200

生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係　TEL（60）1903

障害者のための

スポーツ広場事業を

ご存知ですか？

障害者のための

スポーツ広場事業を

ご存知ですか？

武蔵野市ロードレース
出場者募集

特別支援教室の指導体制を充実させます
～全中学校における特別支援教室の開設と小学校の拠点校増設～

好きな時間に来て 自由に身体を動かして 好きな時間に帰る

日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

内　　容

持 ち 物

参加方法

令和２年１月６・27日、３月２・23日  いずれも月曜日、午後２時～午後５時

※令和2年度の日程は下記にお問い合わせ下さい。

武蔵野総合体育館　１階メインアリーナ半面（武蔵野市吉祥寺北町5-11-20）

障害のある方とその介助者・保護者・引率者など（一緒に参加していただきます）

40名程度（先着順）

ボッチャ、キンボール、ドッヂビー、風船バレー、マット運動、フラフープ、ソフトバレーボール、

バドミントン、ミニテニス、卓球などで、自由に体を動かす（教室ではありません）

運動できる服装・室内履き・タオル

事前申込不要。市内在住で障害者手帳等をお持ちの方は

「プラチナカード」作成・提示で無料。手帳をお持ちでない方は券売機にて

「ワンデーレッスン券410円」を購入。介助者は参加者１名に対し１名まで無料。

第60回 市内駅伝競走大会

第29回 市民健康マラソン大会

下記いずれかの方法でお申し込みください

申込みについて

1月12日（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 （金）午後9 時必着分までで抽選

１月6日（月） 午前9 時から

1月31日（金）午後9時まで先着順

注意

大会の詳細、所定の申込み用紙は

https://www.musashino.or.jp/sports/ を

ご確認ください。

所定申込み用紙をFAX（51-5493）または直接総合体育館へ。

FAXでお申込みの場合は、必ず受信確認の電話（56-2200）を

お願いします。電話をもって本申込みとします。

障害者のための

スポーツ広場事業を

ご存知ですか？

通級指導学級 特別支援教室

令和元年度まで 令和２年度以降

拠点校グループ

大会については
こちら

リレーゾーン

中央公園から市役所へ

令和2年

4月から
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中学校の「通級指導学級 こぶし学級」が

「特別支援教室 こぶし教室」に変わります

千川小学校を小学校特別支援教室の

新拠点校とします

2

各中学校 各中学校
こぶし教室

第二中学校
こぶし学級

巡回指導の
拠点校

１
お知らせ

2
お知らせ

3/8（日）
開催

通級指導学級設置校に生徒が通級し、

指導を受ける
全ての公立中学校に特別支援教室を設置し、

教員が巡回指導

教室名 拠点校 巡回校

はなみずき教室 第四小学校

第三小学校

大野田小学校

本宿小学校

かわせみ教室 井之頭小学校

第一小学校

第五小学校

関前南小学校

こぶし教室 桜野小学校

第二小学校

境南小学校

千川小学校

教室名 拠点校 巡回校

はなみずき教室 第四小学校
第三小学校

本宿小学校

かわせみ教室 井之頭小学校
第一小学校

第五小学校

こぶし教室

新教室

桜野小学校
第二小学校

境南小学校

千川小学校
大野田小学校

関前南小学校

生徒 教員

※新教室の名称は年度内に決定予定です。



「全国学力・学習状況調査」の

結果について

主な目的 ❶ 全国的な児童・生徒の学力や学習状況を分析し、教育施策の成

果と課題の検証・改善を図る。

❷ 児童・生徒への指導の充実などに役立て、教育に関する継続的

な検証改善サイクルを確立する。

●学習指導要領の改訂趣旨を踏まえ、今年度より知識・活用を一

体的に問う問題で調査。

●中学校英語は今年度より実施。「聞く、読む、話す、書く」に関す

る問題が出題された。「話すこと」は、全国の実施生徒数が異な

るため、「参考値」として集計。

実 施 日

内　　容

調査結果

調査分析の一部

　調査結果から、今回出題された内容は概ね理解していると考えられ

ます。特に自分の考えや根拠を明確にしながら読んだり書いたりする

力、得られた結果から判断する力などが育まれてきています。一方、

示された計算の仕方を解釈する力や外国語を使った表現の力は、更な

る育成が求められます。

平成31年４月18日（木）

（２）質問紙調査

平均正答率　％

1

2

3

4

5

（１）教科に関する調査

小学校（小学校第６学年）〔国語、算数〕

中学校（中学校第３学年）〔国語、数学、英語〕

学習意欲や学習環境等に関する児童・生徒に対する調査と学校

の指導法等に対する調査

※「話すこと」の都・市の調査結果は示されていない。

武蔵野ふるさと歴史館　TEL （53）1811　 

Facebook Twitter HP

問合せ

指導課　指導主事　ＴＥＬ（６０）１８９８問合せ

　12月14日に、ふるさと歴史館は開館5周年を迎えます。

　歴史館は、公文書館と博物館の両方の機能を備えた複合施設です。歴史公文書の側面では、この

5年間で日本を代表する公文書館と並び称される水準に到達しようとしています。

　一方、博物館としては様々な企画展や講座などを開催しており、開館5周年記念企画展として「ア

メリカが見た中島飛行機」を現在開催中です。併せて「開館記念フライヤー・ポスター展」も開催し

ています。

　また、文化財保護事業にも力を注ぎ、昨年度は蓮乗寺の仙路翁墓碣碑と杵築大社の武蔵野八景碑

を市指定文化財に指定しました。市文化財指定は28年ぶりに行われたものです。今年度も秋本家文

書を文化財指定しています。

生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係　TEL（60）1903問合せ

生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係　TEL（60）1903問合せ

ファミリースポーツフェアでの
ドッヂビー（フープ）の様子

優良団体表彰状を囲んで

武蔵野市少年野球連盟が

「令和元年度東京都スポーツ功労賞」
を受賞しました

武蔵野市スポーツ推進委員協議会が

「令和元年度全国優良団体表彰」
を受賞しました
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開館５周年
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ふ るさと 歴 史 館

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
東京都
( 公立 )

全国
（公立）

武蔵野市
東京都
( 公立 )

全国
（公立）

国語 75 65 63.8 80 74 72.8

算数・数学 78 70 66.6 70 62 59.8

英語 67 59
56.0

「話すこと」
参考値 30.8

　武蔵野市少年野球連盟が、東京都においてスポーツ・レクリエーションの普

及・振興と都民の生活及び文化の向上に寄与し、広く地域社会の住民に対して

生活を明るく豊かにするために貢献した団体として、令和元年度東京都スポーツ

功労賞を受賞しました。同連盟は昭和48年に設立し、野球を通じた児童の心身

の健全なる成長と、地域の親睦と連帯感の育成を目的として、少年野球大会、

親善試合などの交流事業、審判講習

会等を行っています。

　武蔵野市スポーツ推進委員はスポーツ基本法にもとづき、武蔵野市教育委員

会が委嘱しています。市立小学校区ごとに概ね２名以上、合計26名の委員が

「武蔵野市スポーツ推進委員協議会」を組織しています（令和元年11月1日現

在）。「ファミリースポーツフェア」をはじめとするスポーツイベントの開催、小学校

のクラス親睦会でのスポーツ活動支援やいきいきサロンなど高齢者施設でのレク

リエーション、障害者へのボッチャ指導など様々な活動を行っています。昭和37

年に体育指導委員としての活動が始まり、平成23年にスポーツ基本法の施行に

より、スポーツ推進委員に名称が変わりましたが、60年近くに渡る地域でのス

ポーツ振興が認められ、（公社）全国スポーツ推進委員連合より「令和元年度全

国優良団体表彰」を受賞しました。

　スポーツ推進委員は地域での活動を通して今後も市民の皆様の健康で豊かな

スポーツ活動のお手伝いをしていきます。

おかげさまで

ありがとう

ございます

平成31年度



教育委員会の会議

教育委員会定例会を傍聴しませんか？

今後の定例会の予定

子育てや学校生活で悩んでいる方へ

教育相談 ☎0422-60-1899

東京都市町村社会教育委員連絡協議会等

９～11月 社会教育委員の会議 ９～１２月

定例会等

平成28年度から、社会教育委員の活動を市民に広く知っていただくために、会報誌

を作成しています。
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1008419.html

社会教育委員だより「こもれび」を発行しています

武蔵野市社会教育委員　こもれび 検索

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。

生涯学習スポーツ課　生涯学習係　TEL（６０）１９０２問合せ教育企画課　教育企画係　TEL（６０）１８９４問合せ

指導課  指導事務  TEL（60）1897問合せ

■令和元年 第９回定例会（令和元年９月６日（金）開催）

　報告事項 第三期武蔵野市学校教育計画（仮称）中間まとめについて　他７件

■令和元年 第10回定例会（令和元年10月２日（水）開催）

　協議事項（１） 武蔵野市立学校における 働き方改革推進実施計画

 ～先生いきいきプロジェクト～の一部改訂について

　報告事項 平成31年度「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等

 調査（速報値）」の結果について　他５件

■令和元年 第11回定例会（令和元年11月７日（木）開催）

　議案第13号 武蔵野市立ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスの指定管理者の

 指定について

　議案第14号 武蔵野市立体育施設の指定管理者の指定について

　議案第15号 武蔵野市立吉祥寺図書館の指定管理者の指定について

　報告事項 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　他４件

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。

９月２４日（火） 管外研修

 ●大和市文化創造拠点シリウスの視察

 ●横浜美術館の見学

１０月２９日（火）　１０月定例会

 ●生涯学習計画策定について　他

１１月２６日（火）　１１月定例会

 ●社会教育委員だより「こもれび」について　他

１２月２４日（火）　１２月定例会

 ●協議報告書について　他

　多摩２６市町で構成されており、昨年度は本市が会長市を務めていました。また本協議会は

全国社会教育委員連合にも所属しています。

 ●１０月２４日（木）～２５日（金）　全国社会教育研究大会　兵庫大会

 ●１１月７日（木）～８日（金）　関東甲信越静社会教育研究大会　埼玉大会

 ●１１月２４日（日）　東京都市町村社会教育委員連絡協議会　第５ブロック研修会

 ●１２月１４日（土）　東京都市町村社会教育委員連絡協議会　交流大会・研修会

所在地：吉祥寺北町4-11-37　　受付：月～金曜日（祝日除く）9：00～17：00

＊変更する場合があります。最新の情報はＨＰをご確認ください。

令和２年 １月８日（水）午前10時～、２月５日（水）午前10時～、

 ３月３日（火）午前10時～

指導課　指導主事　ＴＥＬ（６０）１８９８問合せ

パネルディスカッションの様子

市内中学校総合体育大会の結果 むさしの教育フォーラムを
開催しました

第14回

種目 性別 学年 優勝 準優勝 三位

バスケットボール
男 １・２ 四中 五中 二中

女 １・２ 藤村女子中 成蹊中 二中

バレーボール 女 成蹊中 五中 二中

バドミントン
男 1 一中 四中 A 三中

女 2 三中 吉祥女子中 A 一中

卓球
男 四中 A 二中 A 三中 A

女 成蹊中 A 三中 二中

剣道

※個人戦

男
1

成蹊中 一中 成蹊中・成蹊中

女 吉祥女子中 成蹊中 武蔵野中・成蹊中

男
2

成蹊中 成蹊中 二中・二中

女 吉祥女子中 吉祥女子中 成蹊中・吉祥女子中

男
3

都武蔵中 都武蔵中 成蹊中・成蹊中

女 吉祥女子中 吉祥女子中 吉祥女子中・吉祥女子中

野　球 男 1･ ２ 四中 六中 成蹊中・三中

ソフトテニス
男 １・２ 一中 成蹊中

女 １・２ 四中 六中 成蹊中

サッカー 男 一中 都武蔵中 成蹊中

陸上
男 四中 二中 六中

女 四中 二中 一中

硬式テニス
男 成蹊中 A 都武蔵中 B 都武蔵中 A

女 成蹊中 A 吉祥女子中 A 二中 A
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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。９～11月の間には定例会を３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。

　８月16日(金)から11月３日(日)にかけて

武蔵野総合体育館などで行われた市内中学

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

55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。陸上では、男子共通４×100

ｍリレー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。

　11月2日（土）に、武 蔵 野 公 会 堂で、第14回むさしの教 育

フォーラムが開催され、市民、保護者、学校の教職員、市議会議

員等、総勢138名の方にご参加いただきました。

　教育研究家の妹尾昌俊氏による基調講演とパネルディスカッショ

ンを行いました。パネリストとして、小学校副校長やPTA会長、青

少協地区委員長に登壇いただき、子どもの健やかな成長という目

標に向け、学校と保護者、地域がどのように連携・協力している

か、今後どのように工夫していくことができるか等について、意見

交換をしました。

　参加者のアンケートには、「基調講演を聞いて教師の実情がよく

わかりました。これを解決するには、行政のみならずＰＴＡや親、地

域がもっと真剣に教師の立場を理解すべきだと思います。」「パネル

ディカッションは市内の各地域、各学校での取組や考え方を知る機

会になった。本当に子どもたちのためになることを、協力して進め

ていきたい。」などという声が寄せられました。

　これをきっかけとして、学校と家庭・地域がさらに連携し、質の

高い教育を推進するよう努めていきます。

「地域みんなで子どもを育てる」
テーマ


