
特別支援教室のご紹介

卒業後の進路を視野に入れて「自分はこうなりた

い」という目標をもてるよう支援をしています。

自分の良さや得意な部分、不得意な部分を見つ

け向き合うことや、困ったときには他者に支援を

求める力をつけることも、大切だと思っています。

生徒にとって“自分をわかってくれている人がい

る”という場でありたいです。

はなみずき教室

かわせみ教室

こぶし教室（中学校）

教室名 学校 教室名 学校

第三小
第四小
本宿小

第一小
第五小
井之頭小

第一中、第二中、第三中、第四中、第五中、第六中

大野田小
千川小
関前南小

第二小
境南小
桜野小

あさがお教室

こぶし教室（小学校）

こんな

困りごとのある

子どもたちに

対人
関係

●友達とトラブルになりやすい

●友達とうまく関われない ●ルールが守れない 学習面
●文字を書くのが苦手

●よく読み間違えてしまう ●計算が難しい

●忘れものや失くしものをよくしてしまう

●係活動が苦手生活面 行動面
●落ちついていられない

●作業、動作に時間がかかってしまう

一人ひとりに寄り添う
武蔵野市の教育サポート

特別支援教室特別支援学級

特別支援教室の指導体制の充実

特別支援教室では、

●通常の学級に在籍しながら、週１回程度の
特別な指導を受ける教室です。

●通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする児童・生徒を
対象にしています。

●市立の全ての小・中学校に設置しています。

●自分の力を発揮し、自信をもって学習や行
動ができるよう指導、支援を行っています。

●このほかに難聴・言語障害の児童・生徒を
対象とした「通級指導学級」もあります。

　これまで中学生は、第二中学校に設置して

いた「こぶし学級」に通って指導を受けていま

したが、令和２年度から全中学校に「こぶし教

室」を設置し、担当教員が各学校に巡回する

ようになったので、生徒が自分の在籍校で指

導を受けられるようになりました。

　巡回指導の教員と各校の学級担任は連携・

情報共有により、児童・生徒の困り感を把握し、

その状態に応じた指導を行っています。

●毎日通う学級です。

●軽度の知的障害、または、軽度の肢体
不自由の児童・生徒を対象にしています。

●成長のペースが個々で違うため、障害
の状態、学年、教科に応じて小グルー
プで学習面、行動面の指導、支援を行っ
ています。

●このほかに武蔵野赤十字病院に入院中
の児童・生徒を対象に、病院内に設置
した学級で教育支援を行っています。

※ 上記のほかに、通級指導学級を設置（桜野小学校にこだま学級［難聴・言語障害］、第一中学校にエコールーム［難聴］）。

子どもたちの可能性を最大限に伸ばすために

一人ひとりの個性に応じた指導・支援を届けます！

多様な学びの機会の提供を進めています

毎日通う学級
交流 及び 共同学習

特別支援学級設置小学校では
交流共同学習支援員がサポート

通常の学級

対象児童・生徒が
週 1 回程度の指導を受ける

特別支援教室

毎日通う学級

特別支援学級

●第三小学校

●大野田小学校

●境南小学校

●第四中学校　に設置

●全市立小・中学校　に設置

武蔵野市の特別支援教育

の仕組み

こんな道具も使っています

たくさんの文章を読むのが

苦手な方には

具体的な言葉で、話し合いの
経験を積んでいきます

友達と上手に話し合いが

できるように

こんな教材を使って指導しています

〈中学校こぶし教室の先生〉

先生たちの声

きょういく武蔵野
No.
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支援が広がっています！



武蔵野ふるさと歴史館特集展示

井の頭池遺跡群資料の炭素14年代測定結果報告

　現在、市内には第四中学校に特別支援学級（群咲学級）がありますが、生徒数は増加傾向にあります。

　長期的かつ全市的な観点から、特別支援学級の配置状況、地理的条件、必要教室数などを総合的に

勘案した結果、第五中学校の改築に合わせて特別支援学級(知的障害)を新たに設置することとしました。

10月に開催した
説明会の動画や
資料をご覧いた
だけます。

中学校特別支援学級の配置方針

出土遺物の年代を測ってみました！武蔵野市に縄文時代草創期の遺跡があるって本当？

説明会YouTube

第五中学校

第六中学校

武蔵野赤十字病院

第四中学校

大野田小学校

境南小学校

第三小学校

井ノ頭通り

五日市街道

武蔵境駅
三鷹駅 吉祥寺駅

ひまわり学級［知的障害］

けやき学級［知的障害］

いとすぎ学級［病弱（院内学級）］
武蔵野赤十字病院に入院している児童・生徒のために
病院内に設置した学級［病弱（院内学級）］
※境南小学校と第六中学校に所属

いとすぎ学級［病弱（院内学級）］

新設学級［知的障害］

御殿山遺跡

第2地区
吉祥寺南町

1丁目遺跡

吉祥寺南町

3丁目遺跡

井の頭池

井の頭池遺跡群 C

井の頭池遺跡群 C

丸山A

井の頭池遺跡群 A

井の頭池遺跡群 B

井の頭水門三鷹市

武蔵野市

御殿山遺跡

第1地区

井の頭池遺跡群は井の頭池周辺

の武蔵野市、三鷹市にまたがる

遺跡群です。一部が東京都の史

跡に指定されています。旧石器時

代から縄文時代を中心とした遺跡

群で、石器製作跡や竪穴式住居

等が確認されており、石器や縄文

土器（草創期～後期）が多数発見

されています。

都
道
１
１
４
号
線
（
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祥
寺
通
り
）

井ノ頭通り

井の頭池遺跡群分布図

丸山B丸山B

吉祥寺駅

むらさき学級［知的障害］

いぶき学級［肢体不自由］

群咲学級［知的障害］

いぶき学級［肢体不自由］

学校改築に合わせて

令和7年度新設

！？

中学校の授業の見学
（小学校にはない技術科の授業）

中学校体育館で
２本の縄を使って跳ぶ
「ダブルタッチ」で交流

武蔵野ふるさと歴史館　TEL（53）1811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

期 間 令和２年11月29日（日）～令和３年２月４日（木）
 ※休館日　金曜・祝日及び令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）

時 間 午前９時30分～午後５時

場 所 武蔵野ふるさと歴史館　第一展示室
 武蔵境駅北口より徒歩12分
 ムーバス境西循環「武蔵野ふるさと歴史館」バス停下車すぐ

縄文時代の始まりが

いつからなのか解明する

ヒントになるかも

　御殿山遺跡より出土した縄文時代草創期の土器に付着していた炭化

物を炭素14年代法で分析したところ、16,070～15,630年前のもので

ある可能性が高いことが分かりました。分析されている国内の土器の中

でも比較的古いということが判明したのです。縄文時代の始まりについ

ては、いまだ確定的でなく、今後も実年代調査を積み重ねることが、旧

石器時代から縄文時代への移行を解明する手立てとなります。
※経過年数の基点は国際的に1950年となっています。

炭素14が放射線を放出しながら一定の割合で減少していく性質を利用し、木、炭、紙

などに残る炭化物から炭素14の割合を調べることで年代を測定する方法です。考古学

の分野では土器についたお焦げや炭化物、木の実、貝殻などを測定試料としています。

年代測定結果や測定した縄文時代の土器、ともに出土した石器等を併せ

て展示します。ぜひこの機会に武蔵野ふるさと歴史館へご来館ください。

炭素14年代法ってなに？

（御殿山遺跡出土縄文時代草創期土器）
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●市内における特別支援学級の配置状況
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安心して中学校に

進学できるように♪

小学校と中学校の

特別支援学級同士の

交流会も行っています！



この他にも武蔵野市HPからは、家でできる
フレイル予防体操、パイプオルガンの演奏な
ど、すきま時間を彩る多様な情報を発信して
います。ぜひ、探してみてください！

クック
パッド

中央図書館　TEL（51）5145問合せ

電子書籍サービス
電子書籍サービス機能の導入により、市民の方（市内在勤・在学

を含む）は、いつでもどこでもパソコンやスマートフォンから電子書

籍を読めるようになります（令和３年１月12日からの予定）。本と同

じように検索し、検索結果が電子書籍だった場合には、専用の

ページに移動します。

見やすく、探しやすいホームページ
パソコン版の図書館ホームページが、スマートフォンでも見やすく

なります。注目のイベントや展示も、トップページの画像で見つけ

やすく、SNSで共有もできます。トレンドワードの関連本や、新聞

書評に載った本も探しやすくなります。

臨時休館のお知らせ

図書館情報システムのリニューアル等のため、令和２年12月29日（火）から令和３年１月11日（月）まで休館

します。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします（ホームページも休止します）。

※ 武蔵野プレイス内の図書館部分以外は、１月５日（火）より開館しています。

図書館情報システムをリニューアルします。

読む
学びを

えらぶ

はじめる

学びを

えらぶ

はじめる
そのきっかけを
お届けします♪

おうちでも OK！

見る 聞く 知る 身体を動かす 遊ぶ

作る

武蔵野市教育委員会と三鷹市教育委員会が協力し、夏季休業中
等の児童・生徒の学習支援として教育動画を作成。ジェイコム東
京における放映は終了しましたが、スマートフォンアプリ「ど・
ろーかる」から、市内の先生の授業を視聴できます。

M－MET（エムメット）

武蔵境駅南口すぐにある武蔵野プレイス。館内の
ご案内や、プレイスで行っているギャラリーコン
サート、和スイーツの作り方講座などを動画で紹
介しています。

ぷらっとプレイス（Youtube）(外部リンク)

かつて市域で使用されていた
製茶道具や水車、市内から出
土した石器や土器、市指定無
形文化財の「むさしのばやし」、
過去に行った特集展示につい
てなど、動画で楽しく紹介。

・家族で内容について話し
ながら楽しんでいます。

・小さい子でも動画なら理
解できるので、楽しむこ
とができました。

おうちで歴史館

武蔵野プレイス
TEL （30）1901

総合体育館
TEL（56）2200

指導課 TEL（60）1898

親子で楽しみながら科学の不思議さやおもしろさに触れることができる
実験を紹介。ペットボトルとお魚型醤油入れを使った「ミラクルアクアリ
ウム」をはじめ、家にある身近な物を使って作れるのがポイントです。

おうちdeサイエンス

日本最大の料理レシピサービスであるクックパッドに、
武蔵野市公式キッチンを開設。こだわり給食や離乳食講
座のレシピをはじめ、食に関するイベント情報などを紹
介しています。

クックパッド武蔵野市公式キッチン

健康課 健康増進係
TEL（51）0700

生涯学習スポーツ課 生涯学習係
TEL（60）1902

武蔵野ふるさと歴史館  TEL（53）1811

家でできる初級・初心者向けの簡単な
運動を動画で紹介。大人向けのスト
レッチなどに関する動画から、かけっこ
のコツなどの技術向上や、幼児向けの
遊びの動画など、幅広い世代で楽しめ
ます。

おうちで運動

身近な虫や動物たちを専門の先生が
詳しく解説する自然観察編と、キャン
プなどの野外活動で活用できる知識
や道具の使い方を紹介するキャンプ編
などの動画を配信しています。

おうちでやかつ

「３Ｗｅｅｋｓ　Ｔｒｙ」は「３週間にできたこと」が一
目で分かるシート。使い方は①自分へのご褒美
と②目標日数を設定し、③少しでも身体を動かし
た日に○をするだけ。３週間後には自分へのご
褒美と少し軽くなった身体が待っています。

３Weeks Try おうちで運動！

スポーツ推進委員協議会から、家にあるもので
小さい子でも高齢者でも簡単にできる運動遊び
を紹介。テーブル卓球、風船シッティングバ
レーボール、靴下ボッチャ、折り紙風船など、
ご家族、お友達と遊んでみてください。

おうちで運動遊び

生涯学習スポーツ課
スポーツ振興係
TEL（60）1903

生涯学習スポーツ課
スポーツ振興係
TEL（60）1903

野外活動センター  TEL（54）4540

QRコードから、動画や画像にアクセス出来ます。　※タイトルからの検索も可能です！

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先

連絡先
いつでもどこでも
今すぐアクセス！

電子書籍サービスも
始まります！

今年は、第二期武蔵野市生涯学習計画の初年度

ですが、生涯学習を始めるきっかけとして「ＩＣＴ

の活用による情報・機会の提供」を施策として

掲げています。下記サイトを、ぜひ一度、のぞ

いてみてください。

みなさまの    「学び始め」 を応援しています！

▲App Store ▲Google Play

こんな声が届いていますこんな声が届いています

「体育館に来なくても気軽に運動をはじ
められるきっかけをお届けしたい」とい
う思いで、動画を作成しています！
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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。

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
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

＊ 傍聴可能です。変更する場合がございますので、最新の情報はＨＰからご確認ください。

令和３年１月６日（水）午前10時～、２月8日（月）午後1時30分～、

　　　　３月４日（木）午前10時～

９月２９日（火）　管内研修

 ●武蔵野ふるさと歴史館、武蔵野プレイス、市民会館、吉祥寺図書館

 ＊コロナ禍における施設の対応、現状と取組みについて視察しました。

１０月２７日（火）　１０月定例会

 ●補助金対象事業変更届の取り扱いについて

 ●ICTの活用による情報・機会の提供について

 　（第二期武蔵野市生涯学習計画施策）

１２月２２日（火）　１２月定例会

 ●令和３年度子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補助金、

 　 生涯学習事業費補助金について

多摩２６市町で構成されています。また、本協議会は全国社会教育委員連合にも所

属しており、今年度は令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会実行委員

を務めています。

 ●１０月20日（火）

  令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会第６回実行委員会

 ●１１月１２日（木）

  関東甲信越静社会教育研究大会・全国社会教育研究大会（新潟県長岡市）
 　 ※県内在住者限定開催のため、書面及び動画配信視聴による参加　

 ●１１月22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21日（月）

  令和３年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会第７回実行委員会

教育企画課　教育企画係　TEL（60）1894問合せ 高橋和委員

子育てや学校生活で悩んでいる方へ

教育相談 ☎0422-60-1899

教育委員会の会議

今後の

定例会の予定

9 ～ 12 月

社会教育委員の会議 9 ～ 12 月

議会の同意を得て、11月１日付けで高橋 和氏が新たな教育委員に任命され

ました。高橋氏は当時最年少として14歳で女流プロ棋士となり、平成17年

には公益社団法人日本将棋連盟女流三段に昇段。現役引退後は、将棋教室

将棋の森代表を経て、平成30年より株式会社将棋の森代表取締役に就任。

高橋委員の任期は令和６年10月31日までです。

定例会等

東京都市町村社会教育委員連絡協議会等

新教育委員の就任
たかはしやまと

▲開催案内

▲過去の会議の議事録

生涯学習スポーツ課　生涯学習係　TEL（60）1902問合せ

企画調整課　オリンピック・パラリンピック担当

TEL（60）1970

問合せ

生涯学習スポーツ課　生涯学習係　TEL（60）1902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

■令和２年第９回定例会（令和２年９月７日（月）開催）

議案第16号 武蔵野市立中学校特別支援学級の配置方針について

協議事項 教育部主要事業業務状況報告について（６～８月分）

報告事項 令和２年第３回市議会定例会提出議案（補正予算）について

 財産の取得（武蔵野市新学校給食桜堤調理場（仮称）配送用コンテナ等）に係る議案の提出について

 武蔵野地域五大学共同講演会2020について

■令和２年第10回定例会（令和２年10月７日（水）開催）

議案第17号 武蔵野市文化財保護委員の選任について

協議事項 武蔵野市教育委員会教育長の職務代理者の指名について

報告事項 令和２年第３回市議会定例会提出議案（学習用コンピュータ等の買い入れ）について

 令和３年度予算要求について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他５件

■令和２年第11回定例会（令和２年11月４日（水）開催）

議案第18号 武蔵野市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の

 一部を改正する訓令

報告事項 武蔵野市立第一中学校改築基本計画素案及び武蔵野市立第五中学校改築基本計画素案について　　

　　他３件　　

　　■令和２年第12回定例会（令和２年12月１日（火）開催）

報告事項 教育部主要事業業務状況報告（９～ 11月）について

 長期宿泊体験活動検討委員会報告書中間のまとめについて

 第２次武蔵野市子ども読書活動推進計画中間のまとめについて　他３件

市長、教育長を表敬訪問しました

経済産業大臣賞を受賞 !!
サイエンスクラブ卒業生が

武蔵野地域五大学

共同講演会2020基調講演を

開催しました

Sports for All 水球

武蔵野市体育協会副会長が

東京都スポーツ功労賞を受賞！

　10月１日(木)に武蔵野公会堂で開催し、179名の参加がありま

した。医師・作家の鎌田實氏による講演のテーマは「コロナ時代を

どう生き抜くか」。感染症対策を講じたうえで、外出したり、友人と

つながりをもつことは体の機能を維持するために大切であり、ひい

ては、コロナ禍においても、自分らしく暮らすための力になるとい

う、大変興味深い内容でした。基調講演に続き、後日、武蔵野大

学、亜細亜大学のオンライン講演会も開催しました。

　平成28年度から実施している「Sports for All 水球」を、今年度は形を

変えて動画で配信しました。武蔵野市にゆかりの深い水球日本代表ポセイ

ドンジャパンの選手たちが、水球の魅力や見どころを実際のプレー映像を

もとに解説しています。迫力満点の水中映像等で水球のオモシロさを感じ

てください。総合体育館の公式YouTubeチャンネルにて視聴できます。

見どころがわかると観

る楽しさも倍増、東京

2020大会では水球か

ら目が離せない！

　第10回高校生バイオサミット（高校生バイオサ

ミット実行委員会主催）が行われ、経済産業大臣賞

に、都立日比谷高等学校3年の岸田彩花さん（桜

野小学校、第二中学校卒業）が選ばれました。

　岸田さんは「土曜学校サイエンスクラブ」を受講し

たことがきっかけで「人工イクラ」に関心をもって研

究を続け、この素材の研究成果が認められました。

10月１日（木）に市長、教育長を表敬訪問し、受賞

の報告をしました。

　舟橋優子氏がスポーツ振興への貢献とスポーツ・

レクリエーションの普及・振興に顕著な功績があっ

た者として東京都スポーツ功労賞を受賞しました。

スポーツ少年団本部長として組織の活性化と発展に

貢献し、また、体育協会副会長として同協会を支え

運営に尽力されました。

社会教育委員だより「こもれび」第８号を９月１日に発行しました。

是非ご覧ください。
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日々の研究では、分野に関
わらず様々な知識をつなぎ
合わせることを大切にして
います。将来的には宇宙や
砂漠など、水の乏しい場所
で植物を栽培する技術に繋
げていきたいです！

皆さまのご意見やご感想をお待ちしています。

郵送：〒180－8777教育企画課宛（住所不要）　電話：0422－60－1894　メール：こちらからアクセスできます。


