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会 議 記 録  

会議名称 第 4回社会教育委員の会議 

日 時 平成 27年 12月 10日（木）午後 4時 34分～午後 6時 16分 

場 所 西棟 6階 第 6会議室 

出 席 者 委員：吉井、藤川、天野、朝枝、小出、岩崎、多田、内山、笹井 

区側：生涯学習スポーツ担当部長、生涯学習推進課長、中央図書館次

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）、施設管理担当係長（科学館長）、教育連携担当係長及び社会教

育センター社会教育主事、管理係長、管理係主査、管理係主事 

配付資料 1 第 3回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究業務報告書に

ついて 

2-1 次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究業務 報告書 

2-2 同報告書 概要版 

3 すぎなみ教育報 №219 

4 平成 27年度中学校対抗駅伝大会 2015 

5 だがしや白熱楽校Ⅱ 続これからの生き方を語り合おう 

6 中西悟堂をめぐる人々（杉並区立郷土博物館 分館） 

7 子どもの本音からつくる家庭教育講座 

8 すぎなみスポーツアカデミー 

9 チャレンジ・アスリート 

10 杉並区の図書館 平成 27年度版 

11 なみすく 2015冬号 

・とうきょうの地域教育 №121 

・星空の宅配便 

・科学教育事業の概要 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 1 次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究業務につい

て 

 2 科学館条例の廃止について 

 3 平成 27年度中学校対抗駅伝大会 2015について 

Ⅱ 協議事項 

 1 杉並区の生涯学習・社会教育について 

  (1)科学教育の推進について 

   ・次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究について 

   ・新たな科学教育の推進状況について 

 2 次回の日程について 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○議 長 それでは、定刻なので社会教育委員の会議をはじめたいと思う。ま

ず、部長からご挨拶いただく。 

（生涯学習スポーツ担当部長 挨拶） 

○議 長 ありがとうございました。それでは、資料の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。では、次第の1番目、報告事項について。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） ） 

○議 長 何かあれば追ってご指摘いただきたいと思う。それでは、報告事項

の「次世代型科学教育の拠点づくりに関する調査・研究業務」について。 

（施設管理担当係長 生涯学習推進課施設担当）説明 

○議長 ありがとうございました。ご質問は後ほど協議のところでお願いし、

先に中学校対抗駅伝大会2015についての説明をお願いする。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○議長 ご質問はいかがか。それでは、協議事項に移りたい。 

先ほどの科学教育のことに関連し、これからの推進方策等々についてざっ

くばらんにお話をいただければと思う。まず、私のほうから一つ質問した

い。科学館の事業を学校教育分野については済美教育センター、生涯学習・

社会教育については社会教育センターで、という趣旨なのか。 

○生涯学習推進課長 既に27年度からご指摘のように2カ所に分け、身近な場所

で展開を始めている。今回の調査・研究では、この実績をもとに事業展開を

継続し、加えて、区民の方々が交流するスペースやライブラリースペースな

どを加えた新たな拠点を整備した方がいいとの考え方を示していただいた。 

○議 長 なるほど。そうすると、セシオンの中に将来的にはできるのか。 

○生涯学習推進課長 施設再編により生み出されるスペースが今後出てくる可

能性があり、拠点の整備については、複合化・多機能化等のマッチングによ

って、より効果的に事業が展開できないかとの視点も加えながら進めていく

のがいいのではないかとの考え方になっている。 

○委 員 科学教育のみに絞らずに、もっと生涯学習・社会教育全般で考えた

方がいいのではないか。結論が拠点に行っているので、機能なのか拠点なの

か、新たな科学館づくりのように見えてしまうのが気になる。 

○生涯学習推進課長 もともと今の科学館は築45年以上経過しバリアフリー化

や増改築が困難な状況にあり廃止せざるを得ず、27年度から出前型・ネット

ワーク型で科学教育を展開している。新たな拠点が必要だとしても、考え方

は、出前型・ネットワーク型の科学教育の展開を考え、そのための拠点に必

要な最低限の機能を示していただいたところにある。 

○議 長 科学はとても広くて自然史的なものは出前ではなかなかできない。

だから来館型の科学教育も確かに必要とは思うが、それは別の施設にお任せ

して、杉並区は来館を要しない科学教育をすすめると考えてよろしいか。 

○生涯学習推進課長 はい。展示は来館しないと見られないため、スペースと

しては拠点に必要でも、そこだけでやる固定展示ではなく移動して別の場所

でも見せられるように考えていきたい。今年度も「いきものから学ぶロボッ

ト展」や「スポーツを科学する」の展示を行うが、科学館の小柴先生に関す

る展示についても、今般、梶田先生がノーベル賞を受賞されたことからその
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後の研究成果も加え、移動展示用にリニューアルすべく準備を進めている。 

○委 員 学校教育の立場からすれば、科学館利用はバスを使って出かけ、実

験やプラネタリウムを見て帰ってくると2時間の学習でも、それ以上の時間を

使うということだった。これを学校の理科室や教室で科学の実験、観察等も

できると時間的にも別なところにもメリットがあり、小中学生の学習での基

礎的な部分では、非常に効果的だと思っている。しかし、土曜授業などで保

護者や地域の方々と新しい教育活動をするための後方支援のコーディネート

やスタッフの育成はどこを窓口に相談すればよいのか。 

○生涯学習推進課長 学校教育部門の後方支援や各学校でそろえるのが難しい

専門的な機器の持ち込みなどは、この新たな拠点が担うということを調査・

研究報告の中では示されている。 

○生涯学習スポーツ担当部長 当面の後方支援は社会教育センターになろう。 

○委 員 出前型はいい方向だが、幼稚園児や区立学校に通っていない区民な

ど、今まで科学館に出かければ良かった人にはどうできるだろうか。 

○生涯学習推進課長 未就学児の部分は生涯学習部門が負うところで、ワーク

ショッや出前型プラネタリウムなどで未就学児を含めて見に来られた実績も

ある。また、サイエンスカフェのような関心のある方が交流したり情報を入

手できたりすることも、新たな拠点ができれば強化されていくと考えている

ので、今後具体化していきたい。 

○委 員 出前の講座に来てほしい時の申し込みをする場があるのか。 

○生涯学習推進課長 今は地域区民センターのお祭りなどで来場者にプラネタ

リウムを見ていただくのが中心で、どう展開するかの検討は課題だと思う。 

○議 長 同じ教育でも学校教育と社会教育の位置づけが違い、学校教育は目

的的で学校施設を使うが、社会教育は、基本的にそのような施設がなく博物

館、美術館も来館型が典型的なスタイルになる。学校教育では相手も行き先

も明確だが、社会教育の場合は展開が様々なので、ひろげるにせよ徐々にだ

と思っている。 

○委 員 プラネタリウムの出前型は、車椅子対応ができるか。また、出前先

の施設にそのための設備があるのかどうか。学校でとの意見もあったが。 

○生涯学習推進課長 車椅子はそのまま入れることができる。また、高齢者な

ど少しリクライニングできる椅子も用意したり、小さな子どもで椅子も必要

ない場合は、座布団に座ってもらったりもしている。たしかに学校では、理

科室が充実し実験などの出前も可能なので、今年度の実績をふまえてできる

ところから広げようと考えている。 

○委 員 若い世代がコンピューター、ＩＣＴを使った科学体験学習を望んで

いるが、シニア世代の場合に若者の利用とは違いもあり、どこあたりに重き

を置くのか、方向性があればお伺いしたい。 

○生涯学習推進課長 生涯学習分野では、科学に関心のあるさまざまな世代が

集える場を提供したいと思う。そのため、平易な情報だけでなく、高度な最

先端の情報も提供できるようにしたいと考えている。 

○委 員 そうなると、ライブラリースペースがとても重要ではないか。大学

生が研究に使え、かつ、子どもも大人もその姿にふれることで、それが学び

の拡充にも波及するようなことを期待したい。 

○議 長 社会教育の場合は、大人が関心を持つ生活課題に関連した事項、防

災なら地震が起きるしくみや地球の中の話など、生きていく中で疑問に思う
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ことに答えてくれるサイエンスが必要だと思うが、そのためにも区民の科学

教育に対するニーズやコンテンツに求められることがわからなければできな

い。 

○生涯学習推進課長 今回の調査・研究では、アンケートの対象者が限定さ

れ、年代層も絞られてしまったきらいがあるが、はじめての「サイエンスフ

ェスタ」を開き、生活に密着した企業や「サイエンスグランプリ」の優勝者

がブースを出すなどの多様な展示をやろうとしている。そこに集まられた

方々の関心の持たれ方が今後の事業展開に参考になるかと思っている。 

○委 員 今のお話で、認知症だと保健分野、色の科学なら文化・芸術分野な

ど、事業が横断的にかかわると思う。どういうものがあるのかアンテナを広

げ、こちらへ持ってくるようなコンテンツの組み立て方もあると思う。 

○副議長 学生たちの調べ学習は、ネットがほとんどでリアリティーがないの

で、拠点でリアルな人のぬくもりを感じながら本物を使う体験はとても重要

で、世代もいろいろで違いを感じたりする場もあっていいと思った。 

○委 員 社会教育の事業に限らず、イベントが継続し栄える条件に、例えば8

月の最終土日に高円寺へ行けば必ず阿波踊りを見られるなど、場所と時期が

決まっていることがある。それと同じような状況をつくってはどうか。プラ

ネタリウムに学校教育扱いと社会教育扱いに違いもあるとは聞いたが、学校

体育館等で場所と時期を固定し、両方を同時に実施することで多くの区民に

口コミで拡がるような形を意図的につくっていいように感じた。 

○生涯学習推進課長 観望会にあわせてプラネタリウムをしたケースもある

が、どうしても移動式プラネタリウムは天井高のある場所でなければならな

いので、ぜひ、学校などと連携していくことを考えていきたいと思う。 

○委 員 実際にできれば子供の頃にも大人になってからも行ける部分で、シ

ンボリックなものになる期待ができる。子供も大人も楽しめるものであれ

ば、非常にありがたいと思う。 

○議 長 では、加えて科学教育の推進状況についての説明をお願いする。 

（社会教育センター所長 説明） 

○議 長 ありがとうございました。おもしろそうな事業をやっていると思っ

て聞かせていただいたが、ご意見、ご質問があればお願いしたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 関連して、この事業を担当する非

常勤職員の募集を社会教育センターで始めている。科学に関する専門的職員

がいない状況で、科学の多様なコンテンツで何が一番マッチングするか、望

まれる中身について理解がなければできないというのが一つ。もう一つは、

コンテンツだけでなく、地域に単なる出前をやるよりも一緒につくっていく

ことが、新しい科学の拠点ができてからではなく今から大事だということが

ある。顔の見える関係性を成立しやすくする条件が必要で、プログラムを多

様に用意すればするほどリピーターを増やす可能性があったとしても、自分

でやってみよう、場をつくってみようという運営スタイルがこれから求めら

れるのではないかと思ったりすることがある。 

○議 長 博物館、美術館の学芸員に相当する人として、資格よりその能力を

持った人が必要だ。学芸員は、芸術系で言えばビジュアルアートを念頭に置

いているが、学芸員資格がなくてもほかのパフォーミングアーツ系で能力を

持った人を、コーディネーターとかキュレーターのような形で置き、コンサ

ートホールでもシアターでも企画するようになってきている。科学もある種
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の専門性を要するので、そういう人材を養成するとか連れてくるとかが必要

だと思っている。社会教育センターにいる社会教育のプロと一緒だともっと

おもしろいことができるだろう。 

○委 員 子供たちへの関わりは、学校教育以外の部分になるが、そのきっか

けによって変化が生じてくるところなので、地域の人たちを巻き込むことも

あるが大事だと思う。 

○委 員 高校生や大学生など、この学校教育と社会教育の合間でもって見え

ていない部分の人たちが、積極的に参加できるような仕組みを常に考えてい

った方がいいと思っている。隠れている天文ファンは必ずいると思うので、

自分も何かできそうだということがあったら、教育としてはとても夢のある

話だと思う。 

○社会教育センター所長 2月の「サイエンスフェスタ」に近くの高校生の理科

部が参加されるので期待している。 

○生涯学習推進課長 最先端の科学をわかりやすく伝えるのが一番難しいと思

う。科学館のニュートリノの研究紹介パネルもそうだが、ノーベル賞を受賞

されているのですごいことは分かっても、その中身を易しく誰でもが理解で

きるように説明するのはなかなかできない。やはり展示説明などが必要で、

その展示解説をできる人たちを養成しなくてはいけないということがある。

今回の調査・研究の中でも、やはりボランティアの育成や活用機能が重要だ

という位置づけもあるし、その人たちが活動できるボランティア室も必要で

あると指摘されているので、十分検討していきたいと思う。 

○委 員 小さなお子さんたちを相手に、工作をしながら仕組みを紹介する既

存の団体や、本というコンテンツを使いながらできることがあり、小さい頃

から楽しめると、その先にある何かにつなげていければと思った。 

○社会教育センター所長 「サイエンスフェスタ」にも出ていただいたり、ワ

ークショップ事業で「スマホで楽しむミクロの世界」という講座をやってい

ただいたりした経緯があるので、その中に入っている団体がある。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 「サイエンスフェスタ」で芋づる

式に仲間を引っ張り出すなど、やり方としては拠点から始まるというより、

この集まりが一つの杉並の核のような存在になるような期待をしている。そ

の意味では、高校や大学も含めて縦のつながりをつくると、やがてそれが安

定してくることになり、目指すべき目標が得られたり、その活動を地域で支

えていくために拠点にしてほしいことが、もっとよりリアルにわかるように

なったりすることで見えてくるものがあるかもしれない。 

○副議長 やはり身近に今ある問題を何か解決してもらえるようなサイエンス

であった方が良く、キーワードは、タイムリーとリアリティーだと思うが、

実行できる人が杉並にたくさんいると良いと思う。加えて融合できる人で、

プラネタリウムは好きでも毎回星を見に行くというよりは、ちょっとした物

語があったりロマンがあったりするような、科学と文学が融合するようなこ

とができる人がいれば、なお良いと思う。 

○議 長 せっかく社会教育センターで実施するので、様々なコラボレーショ

ンをしたり、リアリティーとタイミングで文学やアートのイマジネーション

をうまく融合するなどの質の高い教育サービスが提供できるのではないかと

思っているので、できればそういう方向になればいいと思っている。 

今日はこのあたりでご意見・ご質問がなければ、協議はこの辺で終わりに
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して、次回の日程についてお願いしたい。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 次回は、少し間があいてしまうか

が、ご提案としては2月あたりが理想的だと思う。年明け後にメール等で調整

させていただくことをご了承いただければありがたい。 

○議 長 では、年明けに日程照会をいただけるということでお願いしたい。

では、今年最後なので課長からご挨拶をいただきたい。 

○生涯学習推進課長 科学館がこの3月で閉館、廃止することを受け、次世代型

の拠点の報告書が出たので説明させていただいた。いただいたご意見につい

ては、今後の具体化を進めていくうえで参考にさせていただき、よい拠点づ

くりを進めていきたいと思う。今後ともお力添えをお願いしたい。本日は、

本当にありがとうございました。 

○議 長 これでお開きにする。ありがとうございました。 


