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すぎなみ

　「学校教育の充実」に向けた取組「学校教育の充実」に向けた取組「学校教育の充実」に向けた取組
　杉並区教育委員会では、子どもたちの豊かな学びを実現するため、平成28年度も多様な取組を積極的に進めていくこと
としており、その主な内容をお知らせします。（２・３面に続く）

　５月19日、鈴木大地スポーツ庁長官が、今後の国による部活動支援の参考とするた
め、松溪中学校における外部指導員や部活動活性化事業を活用した部活動指導を視察さ
れました。顧問教員や専門コーチ、多くの部員の話に耳を傾けていた鈴木長官からは、
視察後に、「非常に勉強になった。それぞれの地域で、より良いやり方を模索していく
ことが大切」とのコメントがありました。

鈴木大地 スポーツ庁長官が松溪中学校の部活動を視察されました

　中学校の部活動には、スポーツ等に親しみ、生徒同士が協力し合って友情を深めるなどの多くの教育的意義があります。
一方、生徒数・学級数の減少や教員の意識・実態の変化等から、従来の顧問教員による部活動指導は困難になってきています。
　このため、教育委員会では、外部の力を活用した部活動支援の先駆的な取組を着実に進めてきました。本年度からは、
これまでの取組の成果等を踏まえて「部活動活性化事業」を本格実施しており、今後も、各学校の実態に応じた活用がさ
れるよう、仕組みの改善等を図りながら、部活動の一層の活性化に取り組んでいきます。

部活動活性化事業を本格実施しました

これまでの主な取組

○顧問教員の指導補助の
ため、地域ボランティ
アによる「外部指導員」
を計画的に配置

H13～

○顧問教員や外部指導員
の指導技術向上のため
の講習を行う「部活動
プロフェッショナル指
導」を実施

H19～27

○バスケットボール、サッ
カーなどの各校の部員が
一堂に会し、元プロ選手
等から指導を受ける「合
同部活動事業」を実施

H21～27

○土・日曜日、祝日等の練
習指導を専門事業者に
委託して行う「部活動活
性化モデル事業」を実施

H25～27

H28～

外部指導員の配置 

全中学校（23校）で、１校当たり年間延べ360人以上の
外部指導員を活用（平成27年度実績）

部活動活性化事業の本格実施
平成28年4月現在、16校32部活動で本事業を活用

 《部活動活性化事業の概要》
●「部活動活性化モデル事業」を発展させ、土・日曜日、
祝日等に加えて、専門事業者のコーチによる平日の指導
及び対外試合への帯同にも適用を拡大

●従来の「部活動プロフェッショナル指導」及び「合同部
活動事業」の機能を包含した、総合的・一体的な仕組み
として運用

全中学校（23校）で、１校当たり年間延べ360人以上の
外部指導員を活用（平成27年度実績）

問合せ：学校支援課 学校支援係
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◆ＩＣＴ公開授業、すぎなみ小・中学生未来サミット、理科出前授業について　済美教育センター　☎03-3311-0021
◆特別支援教室について　特別支援教育課 相談係　☎03-3311-1921

問合せ

区立小・中学校全校で「ＩＣＴ公開授業」を行います
　区立学校では、子どもたちの学びの可能性を拡げるため、電子黒板機能付プロジェクターやタブレット端末、デジタル教科書
などのＩＣＴ環境の整備を計画的・段階的に進めています。今年度は、保護者や地域の方々にＩＣＴを活用した授業の理解を深
めていただけるよう、区立小・中学校全校でＩＣＴを活用した公開授業を行います。今号では、杉並和泉学園（５月７日）及び
杉並第十小学校（５月１４日）で行われた公開授業の様子を紹介します。

杉並和泉学園中学部 
  「京都・奈良ツアーコンダクター
になろう」（第９学年、総合的な
学習の時間）の学習では、グルー
プごとに修学旅行で行くコース
の見どころを調べ、タブレット
端末にまとめました。
　その後、聞き手に自分たちの

思いが伝わるように写真や地図、動画を入れ、学級全体に
発表しました。発表場面では、作成した資料を電子黒板に
大きく映し出しながらグループ全員が交代で発表するなど、
普段は発表が苦手な生徒も積極的に取り組んでいました。

5/7
（土）

各校のＩＣＴ公開授業日は、教育委員会
ホームページをご覧ください。

QRコード

杉並第十小学校 
  「わたしたちの生活
と環境」（第６学年、
理科）の学習では、タ
ブレット端末で撮影し
た学校の周りの動植物
の写真を画面に映し出
し、注目して欲しい箇

所を拡大したり、指し示したりしながら、グループごとに
自分の気付きを分かりやすく伝え合いました。
　児童からは、「同じ動物や植物でも、見方を変えて違う目
線から見られたことが楽しかった」「画面がきれいで、デジ
タルカメラよりも大画面で見やすい」との声が聞かれまし
た。また、保護者からも、「タブレット端末の様々な機能を
使うことで、学習の理解が深まるよい機会になったのでは
ないか」との感想が寄せられました。

5/14
（土）

～私たちが 杉並の未来を 創ります～

すぎなみ小・中学生未来サミットを開催します
　今年度は、昨年度まで３年間にわたり実施してきた「杉並中学生生徒会サミット」を発展させ、新たに小学生を交えて、子どもたち
自身が主体的にいじめ問題をはじめとした身の回りの課題を考える「すぎなみ小・中学生未来サミット」を開催します。子どもたちが
真剣に話し合う様子をご覧いただくため、多くの区民の皆さんのご来場をお待ちしています。

【日　時】 平成２8年7月30日（土）　　午後１時３０分～４時３０分
【会　場】 セシオン杉並（杉並区梅里1-22-32）
【内　容】 「明るい学校づくりをするためには」をテーマに、小中一貫教育に取り組んでいる
 小学校と中学校（連携校グループ）による発表等を行います。
 １）舞台発表　第一部　各連携校グループの取組についての発表
　　　　　　　　　　　  第二部　パネルディスカッション（コーディネーター：三屋裕子氏）
 ２）展示発表　各連携校グループの取組をまとめたポスターを掲示
※事前申込は必要ありません　

7/30
（土）
開催セシオン杉

並

昨年度の「杉並中学生生徒会サミット」の様子

中１ 状態変化 小４ 月と星

　平成27年度から、済美教育センターの理科指導員が区立小中学校に出張し、専門性を
生かして各校の理科の授業を支援しています。今後も、教員と理科指導員が協働して、
より充実した理科の授業を行っていきます。

小５ 電磁石のはたらき

移動式プラネタリウムを
各学校へ運ぶ「流星号」

理科出前授業を充実します
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7月の年中行事「七夕」
博物館敷地内にある古民家に、笹飾りや七夕馬を飾ります。短冊にお願いごとを書いて、昔ながらの七夕行事を楽しんでみませんか。
【展示期間】平成28年7月2日（土）～7月7日（木）（4日（月）は休館）【問合せ】郷土博物館 ☎03-3317-0841

　今年度から、富士見丘小エリアの６校で、特別
支援教室がスタートしました。今後は３年間にわ
たり、各年度の実施状況等を踏まえた改善を図り
ながら、全エリアの小学校に設置していきます。
※中学校への特別支援教室の設置計画については、東京
都が平成28・29年度に行うモデル事業の実施状況等
を踏まえ、今後、検討していきます。

「特別支援教室」の設置計画
28 年度 29年度 30年度

巡回指導
エリア

富士見丘小
エリア

杉並第七小
エリア

高井戸第四小
エリア

大宮小
エリア

八成小
エリア

拠点校 富士見丘小 杉並第七小 高井戸第四小 大宮小 八成小

巡回校

高井戸、
高井戸第二、
高井戸第三、
高井戸東、
久我山

杉並第一、杉並第二、
杉並第三、杉並第四、
杉並第六、杉並第八、
杉並第十、西田、東田、
馬橋、桃井第二、天沼

桃井第三、
荻窪、井荻、
松庵

浜田山、堀之内、
和田、方南、
済美、松ノ木、
永福、新泉和泉

杉並第九、
桃井第一、
桃井第四、
桃井第五、
四宮、沓掛、
三谷

どんな授業を行うの？

個別学習 
　一人ひとりの特性や課題に応じて工
夫された教材を使って学習する時間を
つくります。「わかった」「勉強はおも
しろい」と思える体験を積み重ね、自
信と意欲を育てていきます。苦手なこ
とや、得意なことを通して、自己理解
をすすめます。

グループ学習 
　数人のグループで体を動かしたり、ゲームをしたりする中で、コミュニ
ケーション力やルールを理解する力を育てていきます。

●コミュニケーションの学習 
　自分も相手も気持ちよくすごすた
めに、「上手な言葉でのやりとり」
や「相手の気持ちを考える」学習を
します。

●運動 
　「感覚統合」の視点で体を動かす
練習などをしていきます。ゲーム的
活動を通して、「ルールを守る」「勝
ち負けを受け入れる」などの経験も
積み重ねていきます。

巡回による個別指導 少人数学習 グループ学習

　特別支援教室での授業は、週１回、１～２時間程度を基本としていますが、一人ひとりのニーズに合わせて、指導内容や方法、
時間などを、保護者や在籍校と相談して決定します。個別学習やグループでの学習を必要に応じて組み合わせていきます。

　このたび、教育委員を拝命いたしました久保田福美と申します。
　これまで杉並区の小学校で23年間（学級担任・管理職として）お世話
になりました。
　未来を担う子どもたちの笑顔と元気のために、「共に学び共に支え共に創
る杉並の教育」の充実・発展に向けて、精一杯力を尽くしてまいります。

※任期：平成28年６月17日～平成32年６月16日（４年）
久保田福美委員

■ ６月17日付で
　 久

く

保
ぼ

田
た

 福
ふく

美
み

 氏が
　 新たに教育委員に
 　　就任されました ■

「特別支援教室」をすべての小学校に設置していきます
「特別支援教室」とは？

　在籍学級での学習や集団活動につまずきを感じる子どもたちのため
に、これまで区立小学校においては、区内を５つのエリアに分けて「通
級指導学級」を設置し、エリア内の子どもたちが通級指導学級に通い、
専門知識をもつ教員の指導を受けながら社会性を養ってきました。
　そのよさを引き継ぎ、さらに発展させるために、「特別支援教室」
を全区立小学校に段階的に設置していきます。それぞれの個性に応じ
た特別支援教育が在籍校で受けられるため、子どもたちはこれまで以
上に安心して学ぶことができます。また、巡回指導教員と在籍学級担
任との連携が深まるため、一層の指導の充実が期待できます。

巡回指導教員が、各校へ訪問し、指導を行います。

巡回
指導教員

巡回
指導教員
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 教育委員会の動き（平成28年3月～平成28年5月）
【教育委員会開催状況】　・定例会 ５回　・臨時会 １回　・議案 46件　・報告事項15件　
【主な案件】◎は議案、○は報告事項 
◎「杉並区子ども読書活動推進計画」の改定について ○ 杉並区立桃井第二小学校改築工事の基本設計について
◎ 平成28年度杉並区立小中学校の学級編制方針について ○ 区立図書館における蔵書規模の適正化について
◎ 杉並区指定文化財の指定及び杉並区登録文化財の登録について ○ 図書館の電子情報サービスへの対応方針について
○ 杉並区立杉並第一小学校等複合施設整備に係る基本構想・基本計画の ○ 平成27年度「中学生小笠原自然体験交流事業」の実施報告について
　 策定について

● 再生紙を使用しています

　　

　夏休み期間中に、区立図書館・郷土博物館・社会教育セン
ター・スポーツ施設等で実施する子ども向けの催しや、プー
ルの無料開放などの情報を一覧にしたカレンダーを配布しま
す。情報カレンダーには「聞く」「見る」「作る」「動か
す」「実験」などの催し情報がいっぱいです。今年の夏休み
は、情報カレンダーを活用して、区内のたくさんの催しに参
加しましょう。

【配布方法】７月中旬ころ、区立小学校の全児童に配布しま
す。また、児童館、図書館、区民事務所等でも配布します。

問合せ：生涯学習推進課 管理係

　　
「夏休み子ども向け
 催し情報カレンダー
 2016」 を配布します

杉並区子ども読書活動推進計画（平成２８・２９年度）を改定しました

※家庭、地域、学校、図書館で子どもの読書環境を整備し、子どもたちの読書習慣の育成を図ります。こうした取組の成果目標
として、最終的には小・中学生の未読者の割合（未読者率）を「ゼロ％」にすることを目指します。

　問合せ：中央図書館 企画運営係　☎03-3391-5754

杉並区子ども読書活動推進計画 を改定しました
　杉並区子ども読書活動推進計画は、０歳から概ね１８歳までの子どもを対象とし、読書活動を活発に進めるための施策の方向
性や取組を示したものです。これまでの取組の成果と課題を踏まえ、子どもたちの読書環境をより一層、整備・充実し、その読
書活動を推進するため、平成28年４月に計画を改定しました。本計画では、成果目標（※）の達成に向けて、目標値の上方修正
を行うとともに、次の４事業を重点的に取り組んでいきます。

　あかちゃんおはなし会やあか
ちゃんタイムを全図書館で実施
するとともに、育児に役立つ保
護者向けの講座などを企画・実
施し、乳幼児期の読書活動を推
進します。

①区立図書館での乳幼児への支援の充実

あかちゃんタイムの様子

　子どもたちの読書や学びを支える場とし
ての学校図書館に、質・量ともに十分な資料
を揃え、使いやすい、居心地のよい環境に整
備します。また、司書教諭、教員、学校司書
が連携し、子どもたちが学校図書館を十分に
活用できるよう、運営体制を充実させます。

学校図書館の活用

　中学生・高校生の発想や企画
を生かした、本の紹介など読書を
推進するための協働事業を展開す
るほか、中学生・高校生の意見を
踏まえた、多目的室の開放などの
施設の活用を進めます。

②中学生・高校生向けのサービスの充実

図書館での中学生の装飾活動

　区立図書館を中心とし、関係
機関、地域で活動する団体やボ
ランティアとの連携を強化し、
学校を支援していくため、地域
ごとの協力・相談体制を確立し
ます。

③学校図書館の充実

④区の関係機関と学校との連携

サイエンスフェスタへの参加

お 悔 や み

　教育委員 馬場俊一氏が、平成28年４月
12日にご逝去されました。
　馬場氏は、平成24年12月から教育委員
に就任され、これまで杉並区の教育行政に
ご尽力くださいました。
　心からご冥福をお祈りいたします。

「おうちで食べたい給食ごはん」
杉並区のおいしい給食がレシピ本になりました

クリック！

6/17発売！

QRコード

アクセス方法

❶「杉並区の給食　クックパッド」で検索
❷ 杉並区教育委員会ホームページ▶
　▶学校教育▶学校給食▶クックパッドリンク

　子どもたちの大好きな給食メニュー
の中から、家庭で簡単・手軽に作る調
理法にアレンジした、おすすめの７８
レシピを紹介しています。区役所１階
のコミュかるショップで販売している
ほか、各書店等で購入できます。

　 問合せ：学務課 保健給食係

　また、料理レシピサイト「クックパッド」には、杉並区の小中学校
と保育園の給食で人気のある５０レシピを公開中で、６月に入って総
アクセス数が３３万件を超えました。こちらもぜひご活用ください。

監修 杉並区教育委員会
発行 株式会社イースト・プレス
値段 1,296 円（税込）




