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会 議 記 録  

会議名称 第 10 回社会教育委員の会議 

日 時 平成 26 年 11 月 27 日（木）午前 9時 30 分～午前 11 時 30 分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員：吉井、木野内、岩崎、藤川、多田、吉田、内山、原、笹井 

区側：生涯学習スポーツ担当部長、生涯学習推進課長、スポーツ振興

課長、社会教育センター所長、社会教育推進担当係長（社会教育主

事）、管理係長、社会教育センター社会教育主事、管理係主査 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 9 回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 杉並区総合計画・実行計画 確定版について（抜粋） 

3 ＥＳＤ推進のための公民館・ＣＬＣ国際会議（公民館等を中心と

した社会教育活性化支援プログラム中間発表会） 

4 第 46 回 杉並区区民意向調査（速報版） 

5 今期のまとめについて（議長・副議長事前協議提案項目） 

6 これまでの会議での発言まとめ 

7 社会教育委員の会議グループ討議概要（公開用） 

＜参考資料＞（2以降は委員のみ参考配付） 

1 広報すぎなみ №2109/2 すぎなみ教育報№214/3 杉並区の図書館～

図書館要覧～/4 炉辺閑話 №51/5 いのちの証 －書くこと、家

族、杉並－/6 20 分で行く 荻窪の昭和/7 家庭教育講座/8 ＹＡ

と大人のためのブックトーク/9 絶望からの夢の実現/10 なみす

く 2014 年夏号/11 とうきょうの地域教育№117/12 杉並区立郷土

博物館 分館企画展 1964 東京オリンピックと杉並/13 すぎなみ教

育シンポジウム 地域と共にある学校－対話と協働と創造の教育

を目指して－ 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 ・総合計画・実行計画確定版について 

 ・ＥＳＤ推進のための公民館・ＣＬＣ国際会議（公民館等を中心と

した社会教育活性化支援プログラム中間発表会）について 

Ⅱ 協議事項 

 ・今期のまとめについて 

 ・次回の日程について 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○副議長 議長が遅れるとのことなので、はじめさせていただく。まず、部長

からご挨拶をお願したい。 

(生涯学習スポーツ担当部長挨拶) 

○副議長 ありがとうございました。議長がお見えになったので交代する。 

○議 長 遅れて申しわけありません。それでは、資料確認をお願いしたい。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明) 

○議 長 ありがとうございました。もし資料等に不足等があればご指摘いた

だきたい。続いて報告事項の1番目について。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明) 

○議 長 続きまして、報告事項の2番目の総合計画・実行計画の確定版につ

いて課長からご報告をお願いしたい。 

(生涯学習推進課長説明) 

○議 長 ありがとうございました。今のご説明にご質問とかがあれば。 

○委 員 生涯学習部門の科学教育事業を社会教育センターで行うにあたり、

センターの中に新たなセクションを設置するのか。 

○生涯学習推進課長 すでに様々な事業を行っているので、セクションではな

く増員による充実を図り、事業の一つにしたいと考えている。 

○委 員 従来の解剖等理科移動教室は、済美教育センターへ完全移行か。 

○生涯学習推進課長 学校教育部門の児童、生徒向け事業で済美教育センター

に移行する部分は、専門職員が学校の理科室に出向くようにする。 

○委 員創意工夫展は科学館だったが生涯学習課はかかわらなくなるのか。 

○生涯学習推進課長 創意工夫展については書画展、工作展を含め三つを一緒

に実施する方向で調整しているとのこと。生涯学習推進課事業ではなくなる

が、保護者や区民のことを考え、多くの方に子供たちの作品を見ていただく

機会にしていくことを考えていると思う。 

○委 員 科学博覧会のようなところに子供たちの作品が入ると子供から大人

までがつながって魅力になるように感じるが。 

○生涯学習推進課長 科学博覧会は、ワークショップのブースという形で考

え、作品展示会と分けている。「サイエンスフェスタ」は、全て体験型のワ

ークショップブースをＮＰＯや子供たち、中学生からも企業からも出してい

ただくようで作品展ということを想定している。 

○委 員 保護者側の立場から申し上げると、夏休みの自由研究での制作品を

展示することで保護者のかかわりが大きい。中には地域の方のご協力もいた

だいくなど、まさに生涯学習分野に属しているとも思う。最終的な成果とし

て発表できるという場こそ生涯学習だと思うので、移管しても連携するなど

生涯学習としてのかかわりは維持していただきたい。 

○生涯学習推進課長 所管別で分かれても協力をして進めていくことになると

思われるので、今後詳しいことを検討していく中で考えていきたい。 

○委 員 創意工夫展は夏、書道展は年明けなので、それを一緒にとなると開

催時期がどうなるかとは感じたが、科学教育のこの先が少し見えてきたよう

にもうかがった。科学博覧会と創意工夫展を一緒にすると、科学の範囲も広

がり、生涯学習という意味では多くの方、特に普段子供のものを見ない人た

ちなどの取り込める層も増えるのではと感じた。 

○生涯学習推進課長 今後は、いろいろなところで事業自身は行うにせよ一緒



第 10 回社会教育委員の会議 

 

3/6 

にやれば効果的ではないかとの話も出てくると思われるので、ぜひ、参考に

させていただきたいと思う。 

○議 長 ありがとうございました。やはり関心の高さの表れがあると感じ

た。では、続いて報告事項の3番目について。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明) 

○議 長 報告事項で、そのほかに何か。 

（社会教育センター社会教育主事 説明） 

○議 長 以上ですが、あとはいかがか。 

○委  員 中学校対抗駅伝大会は、どうなったのか教えていただきたい。 

○スポーツ振興課長 衆議院選挙の関係で、従事する警備体制が取れないこと

からコースを変更し、距離も縮小して行うよう検討し、14日の10時に女子の

スタート、男子が11時の当初のままで予定している。 

○議 長 では、続いて2番目の協議事項に移りたい。従前からの議論をもと

に今期のまとめをそろそろつくらなければいけない時期に入っているので、

本日も議論したいと思う。まず、用意された資料について説明があれば。 

(社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明) 

○議 長 ありがとうございます。全体の構成は、Ⅰ現状の把握、Ⅱ課題の抽

出、そして、Ⅲ具体的取り組み・施策という三つのパートで構成できればと

思っている。今日は、パートⅠ・Ⅱのところで、配付された事例をもとにこ

れまでの議論の内容について、社会教育行政や施策につながるであろうこと

を念頭に置きつつご指摘をいただきたいと思うがいかがか。 

○副議長 現状の認識のところに世代間ギャップのようなものが少し抜けてい

たかもしれないと思ったが、皆様方の周りではどうか。 

○議 長 なるほど。世代間のギャップは、意外と見えていないが非常に深刻

になっているのではないかと思うところがある。 

○委 員 世代間というより、もともとのつながりそのものが余りにも微弱

で、そこまでも行ってない気もしないではない。 

○議 長 もちろん交流という意味ではそうだが、それ以前の社会観や人生観

という価値意識もかなり違っているような気がしている。 

○委 員 地域や町会で考えても、実際動いてほしい世代がどうしても垣根を

越えられないでいる。上の方は「何であいつらは来ない」、下の方では「恐

れ多くて行けない」となる。見えないギャップがあるからこそだと思う。 

○副議長 世代間と言うなら親子でもそうで、まず家庭で感じる。それが広が

った社会になっていると思う。話してもかみ合わない話題が多く、我が家だ

けかもしれないが、つい親の権力で押さえてしまうように感じがする。 

○委 員 若い世代にとかく波風を立てずに生きていきたいという感があるよ

うに思う。同じ世代でも交流を良しとしない風潮、あるいは男性の中に面倒

だからかかわらないという意識傾向もある。社会生活の中でキャパシティー

オーバーなのだろうと思っている。 

○委 員 世代間という意味では、つながることを求めて地域の大人たちがお

祭りを懸命にやろうとしても、子供神輿の担ぎ手さえ全くいない。お祭りよ

り魅力的なものが爆発的に増えていることがあると思う。 

○委 員 どちらかと言えば世代間より情報が氾濫し過ぎ、情報格差が壁を生

んでいるように思う。ある物事についての情報をとろうと思えばネットだ

が、関心がない人との間に情報格差で見えない壁になっている感覚がある。 
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○議 長 それは、ＳＮＳ等のコミュニティに若い人が多く、異なる文化を背

負った人たちとの交流もないので、自分たち身内でコミュニティをつくるか

らではなかろうか。メディアでバーチャルな、サイバー上のコミュニケーシ

ョンにリアルな世代間交流はなく、だからバーチャル上で好きな人同士でつ

ながることを起こしているのかもしれない。 

○委 員 多様なメディアが日本だけではなくて世界中に広がっている。さま

ざまな情報があり選択肢もある恵まれた世の中にあって、何を一番大事にし

ていくかなど、当事者が迷う時代になってきているように思う。 

  その中で地域が大事にしたいものを共有できない状況の中にあっては、社

会教育や地域コミュニティとして大事にしなければならないものをきちんと

打ち出さない限りは、つながりができないように思っている。今の学校の周

辺地域で挨拶できるまちにしようと打ち出しているが、まちが一番大事にし

ているものでつながりをつくっていくしかない。選べる幸せと不幸、多様な

中からセレクトできる価値観、キャパシティーオーバーな状態で何を選ぶか

というところに来ているのではないか。学校運営も地域でのかかわりも見え

るようにするには、きちんと方向性を持つことが大事になっていると思う。 

○副議長 宇宙飛行士経験のある方から、宇宙には重力がなくみんなフラット

だという話をおもしろく伺った。浮いているので上下もなく、全員横並びの

状態でコミュニケーションが始まる。重力のある地球だとあるヒエラルキー

のようなものがあり、その意識は日本に強くある。なじめる人とそうでない

人もいると思うが、時代が変わってきているところでフラットなコミュニケ

ーションを行う中で新しいイノベーションが生まれてくるように感じる。 

○議 長 対等な関係をパートナーシップと英訳するが、平等ではなく、無重

力状態で、浮いた人が上下している状態だと私は思う。つまり、上下関係を

固定化しないことが対等な関係で、ある場面では話をする人と聞く人、別の

場面では逆になるような、関係を固定化せず自由に往来できるのが対等な関

係だと思う。そのことによって、上下の間の落差-文化や価値-を学ぶことが

まさに生涯学習だと思う。落差がゼロだと学ぶことが何もなくなる。違うか

らこそ考えることが文化的で大事だが、それを違うなりに固定化すれば社会

的問題になってしまう。ある会の代表を同じ人が担うことなく、途中で交代

したり、時に若手が担うようになったりすることが起こると良いと思う。 

○委 員 一つの例で、ＣＳのメンバーから要望があって生徒会役員を引退し

た3年生4名との意見交換をした。中学生の意識実態調査の結果をもとに、今

の中学生の自尊感情が低いのを大人が心配し、その原因を探ることをテーマ

にしたのだが、ＣＳのメンバーはしっかり考えていることに感動し、子ども

たちもまた意見を聞いてもらえたこともあって、機会があればぜひ話したい

と帰っていった。場面や環境の設定次第で年代も違う間での交流が意味のあ

るものになる可能性があることを実感した。 

○委 員 地域で若い人がイベントをやりたいとなると、行政や町会長のとこ

ろに行って何回かキャッチボールをする。片方は一生懸命立てようとし、町

会長も頭ごなしではないやりとりが可能な場面だと思うが、それを下からす

るのか上からするのかに違いはある。小中学生なら必ず大人がつく。義務教

育で地域がしっかり見た子供たちが、やがて結婚し、子供がいれば学校にま

たかかわるだろうが、そうでない何かしたい層が浮いてしまっている。その

世代を取り込んでいきたいと言うのは上の世代の考えだと思う。 
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○委 員 この資料の問14の「あなたは、ボランティア活動をしたことがあり

ますか」で、「現在活動している」が9.6で、「活動をしてみたいと思うがし

たことはない」が42％。可能性があるように思う。区立中学生の意識実態調

査では「ボランティア活動をしたことがある」が約30％。何か人の役に立つ

ことをしてみたいと思う人が90％を超える。そこに可能性がある。思いはあ

るが何をしていいかわからない部分が、大人も子供も共通していると思う。 

○副議長 それは意欲あっても役割がなく、誰かが役割を用意することが必要

だと思う。千葉のある町を歩いていて、どんどん子供たちが挨拶をしてくれ

て、はじめは戸惑ったもののこちらも大きな声で返していると心地よくなっ

たという経験をした。子供からの働きかけだからこそ大人が反省し、反応も

大きい。そういう運動を、ぜひ広げていきたいと思う。 

○副議長 今のお話のような、場面づくりと役割づくりの所で、世代間ギャッ

プをネガティブに捉えるのではなくおもしろい発想に変えていければ、可能

性はあるように思う。 

○委 員 メディア環境によってコミュニケーションの用語にも違いが出てき

ているように感じるが、氾濫する情報の中で何を信じるかも難しくなったよ

うに思うが。 

○委 員 ある意味、上の世代と同じ言葉であっても違った文化で受け止めて

いる可能性があるかもしれない。その世代の新しい文化になっているのでは

なかろうか。 

○議 長 世代間の話に関連するが、特に若い人の自己肯定感が乏しくなって

いるとの認識が示されたが、それはアイデンティティーや社会における居場

所がない点で関連しているように思う。なぜそうなったのかがわからないな

がらも、社会教育には重要に関連しているように思える。 

○委 員 学校現場で我々は、その子の目標を定め到達する指導を普通に行

い、私も同じようにして子供時代を送ってきた。しかし今、同じように子供

に伝えても、前向きに捉えられる場合もあるが、結構高いハードルだと思

い、その現状をリアルに指導者側が伝えてしまうと、自分にはまだ力がない

という自己認識になり自己肯定感を低くさせてしまう要素を植えつけてしま

っているのではと感じ場合もある。アメリカなど他国での子供たちに対する

声かけの仕方では、同じことを伝えるにも頑張ったことをしっかり認めると

言う。ある調査では、日本の先生、子供たちは褒められた割合が半分以下だ

が、日本以外では毎日褒め言葉をかけているとのことだった。学校だけでな

い日本の文化が、当然なところは認めるが言葉に出して褒めないという、い

い意味でのつつましさの文化、教育の現状が子供たちをそう育ててきてしま

ったのではないか。だから、今を認め、今できることから、その一歩をつく

るため、伸びたところの褒め言葉や場面をたくさん共有し、ともに喜ぶ。杉

並区が掲げるともに学びともに育つという「ともに」という部分の主張をも

っとしていけば、子供たちや若い人たちに対して「やってくれてありがと

う」という声かけをやるのは当然ということになろう。年配の方々の中で

も、ある会合にわざわざ出てきたのに認めてもらえなかった場合、次の機会

で居心地が悪かったからやめようということと同じだと思う。 

○副議長 今のお話を聞いて、大人になったら褒められることがなくなり、何

をやっても当たり前で誰も褒めてはくれない。褒める文化が大人になければ

子供にもないと思うので、ぜひ、ポジティブな運動ができれば良いと思う。 
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○議 長 そのこととＳＮＳ等で若者がコミュニティをつくってしまうのは関

係あるような気がする。自己肯定感が乏しいからこそ若い人だけのコミュニ

ティをつくって逃げてしまうような気がしてならない。だから、若干クロー

ズドぎみのところにいる子供や大人が、そのコミュニティから外されると、

自分のアイデンティティーがなくなってしまうから必死にしがみつく。よっ

てＬＩＮＥでも夜中まで起きて返信しなければという強迫観念が出てくるよ

うに思えてならない。結局、社会とうまくつながれないのは、つながるため

に必要な自分に対する自信、自尊心、自己肯定感が足りないのではと思う。 

○委 員 フェイスブックの「いいね！」は、まさにその行為で、肯定感は得

られるものの、そのために大げさな表現にするものも出てきたりもするが。 

○委 員 それに疲れ、子供でも同じく息苦しさを感じてくる。だから、大人

もそうだが、現実のリアルな関係の中で、普通の人が実はすごい人だったこ

とに直接ふれたり、子供が自分でやってみたら相手が喜んでくれた体験を1回

でもできれば、絶対に行動変容が起きると思う。公的なところが提供できる

社会教育では、みんなが褒められる場をつくるとか、自分が役に立っている

とリアルに感じることができる場所を、大人や子供を問わず少しずつでも行

動変容の芽にしていくことではないかと思う。 

○副議長 日本では、社会の中で割と謝ることが多い。電車の遅れも数分遅で

放送もされる。出張してある国の空港で、飛行機が1時間遅れで乗り継ぎの心

配をして自分からチェックインカウンターに声をかけたのだが、今日はわず

か15分しか遅れてないと言われた。日本では、きっちりして謝ってしまうと

ころだが、このギャップがすごいと思った。だから、謝るよりも褒めてもら

う経験の方がうれしいのではないかと思う。 

○議 長 では、途中で申しわけないが議論をここで区切らせていただきたい

と思う。次回も必然的にこの議論を続けたいので、資料に今日の意見を加え

ていただき、引き続きすすめていきたいと思う。前期社会教育委員の会議以

降具体的な形で報告をまとめていないので、この時期に期待される面もある

と思っているところから、これまで科学館、図書館、社会教育センターなど

地域の施設、あるいは団体の話を含めた施策として、これからの杉並の教育

のあり方の方向を新たな行政計画とも軌を一にしていければと思っている。

その意味では現状認識、あるいは共通の課題、あるいは大きな方向性を議論

していただき、この先の施策の検討で杉並の持っている様々な独自のツール

を取り込んでいきたいという趣旨で報告をまとめていきたいと思っている。

最後に課長からお話しを。 

（生涯学習推進課長挨拶） 

○議 長 よろしくお願いします。では、次回の日程について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 候補日を挙げると1月8日ですが、

どうか。時間は、4時半から。 

○議 長 では、次回はそれで。あと会議は、何回ぐらい可能か。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 年度をまたぐが3回程度を予定し

ている。年度内2回、それから年度がかわって1回になると思われる。 

○議 長 では、次回は議論の時間を長くとれるよう、事前に資料も早目にい

ただけるようにお願いいたしたい。ありがとうございました。 

 


