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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 31年 1月 11日（金）午後 5時 32分～午後 7時 33分 

場 所 東棟 6階 教育委員会室 

出 席 者 委員／山口、赤池、岩崎、小出、朝枝、天野、内山、笹井 

区側／生涯学習担当部長、生涯学習推進課長、教育委員会事務局次

長、教育委員会事務局庶務課長、中央図書館次長、社会教育推進担当

係長（社会教育主事）、教育連携担当係長（社会教育センター社会教

育主事）、社会教育センター主査、管理係主査、管理係主事 

ゲスト／すぎなみサイエンスフェスタ実行委員会委員長 浅井義彦さ

ん（東日本国際大学教授） 

配付資料 ＜配付資料＞ 

1 第 3回社会教育委員の会議 会議記録（案） 

2 中央図書館改修工事期間中の対応について 

3 杉並区区立施設再編整備計画（第一次）第二次実施プラン（平 

  成 31～33年度）（2019～2021年度） 

4 今期委員の意見について（これまでの検討資料） 

・なみすく（赤池委員配付） 

・社教情報№80申込書 

・すぎなみ教育報№231 

・科学教育が社会教育として展開することについて(浅井氏作成資料) 

会議次第 Ⅰ 意見交換会 

○科学教育について 

Ⅱ 報告・協議事項 

 1．会議録の確認について 

 2．中央図書館の改修について 

 3．杉並区区立施設再編整備計画（第一次）第二次実施プランにつ

いて 

 4．今期会議の意見について 

Ⅲ その他 

○次回の会議について 
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（意見要旨） 

○副議長 議長が遅れるとのことなので、先にはじめたい。まず、部長よりご

挨拶いただく。 

（生涯学習担当部長 挨拶） 

○副議長 では、資料確認をお願いする。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○副議長 それでは、まず科学教育について浅井先生にお話をしていただき、

意見交換をしていくので早速お願いしたい。 

○浅井氏 本日はこのような機会をいただき、ありがとうございます。祖父の

代から高円寺におり、杉並区のこれからということではサイエンスフェスタ

にも関わった経緯があり、この度、科学教育が社会教育として展開すること

についてのお話をさせていただくこととなった。説明は、資料を用意したの

で、そちらを参考にしながら進めさせていただきたいと思う。 

まず、はじめに確認レベルになるが、教育ということについてである。教

育は、私たち人類の文明にとって必要不可欠なものであり、文明を維持して

いく上でとても重要な役割がある。それは、ただ受け継げばいいのではな

く、新しい技術や知見を取り込み、今までにわかったこと、まだわからない

ことを整理し、それに対してどのように取り組んでいくかという姿勢や生き

方を踏めて受け継いでいくようにすることが必要だと考えている。 

では、科学とは何か。科学・理科教育に携わっている人たちの中でも曖昧

模糊としているが、少し整理をすると、現状からすれば科学を自然科学のこ

とと考えれば良いように思う。例えば地球は一つで、我々はその地球という

一つの惑星にいる。これは誰かが決めたわけではなく世界がそうなってい

る。そこに化学反応、分子反応、生命反応が連なり、精神活動という範囲に

まで及んでいく。こうしたつながりのある要素と領域の全てと、よくわから

ないところも含めて未開な世界とが私たちの世界である。あるものはあり続

け、その状態の必然的な結果として次の状態が生まれていく。物理的な宇宙

との連続性を確保しながら新しい連携を探求しているのが現時点での科学に

なる。そこに性質、取り組み方などの科学的な世界観を理解し、さらには新

しい領域や未来に向けた好奇心・探求心などを養っていくことが科学教育に

求められることだと考えている。 

科学の拠点を考えた時、そこをどう活用するか。なぜそこが必要なのかと

いうことをしっかりと押さえておく必要がある。理科教育のことしか頭にな

い方もいれば、逆に理科教育や科学教育のことを全く考えていない方もい

て、そうした様々な方々の中に存在するようになるからである。そこで、科

学教育に関係する人や学校教育の理科の先生方と拠点をどう活用するのか、

なぜそこが必要なのかということをしっかり議論し、商店街や地域の住民の

人たちに科学の拠点に一体どういう価値があるのかを伝えていこうと考えて

いる。 

ここでポイントが一つある。いろいろな方々がネットワークをつくり、そ

の中心に科学の拠点があっても、関わっている人たちの肩書や立場が変わっ

てしまうとネットワークが切れてしまい「立場間のネットワーク」にとどま

りがちになる。教育というのは立場が変わろうが人々が協力してやらなくて
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はいけないことであり、例えば社会教育委員の皆さんが変わられても、一度

仲間になったら一生仲間であるという意味での「人間としてネットワーク」

を、ぜひつくっていいただきたい。この二重のネットワークがしっかりつく

られると、たとえ職や場が変わられたにせよ、その立場から協力していただ

くことになれば非常に生きてくる。教育には中長期の継続性が必要であり、

クラス、学年、学校などによる不連続、人事異動による不連続、さらには転

居による不連続があるにせよ、それを不安定要因にすることなく逆手にとっ

て拡大・強化する方向に持っていくことが必要である。 

次に、もう少し具体的に期待する科学の拠点像についての話をしたい。 

一つ目は「科学教育関係者の拠点」ということである。NPOの方や各教育学

会、理系の研究教育関係の方々と連携をし、情報交換やいろんなことができ

る場として当然必要であるが、さらに学校教育の内容とそれに足りない部分

を補完する意味での拠点としての役割である。以前から科学館系の機関等で

果たしていることがここに含まれると思う。 

二つ目は「開かれた科学の拠点」と「地域全体が科学の拠点」ということ

である。一番わかりやすいところで例をあげれば商店街である。科学博物館

に行けばミュージアムショップがありいろいろなものが売られている。例え

ば、各商店で売られている品に科学的な根拠、仕組み、自然法則が用いられ

るようにする。もちろん、各商店でどのような科学的なことが説明し得るの

か、提供し得るのかを調べなければならないにせよ、同じようにして売れ

ば、地域の商店街がある意味ミュージアムショップの役割みたいなイメージ

にすることができる。日常のいろいろなものとつなげ、地域全体、商店街と

科学の拠点とかが連携して科学というのを理解していただく仕組みを考えて

いくのがいいのかなと思う。また、「防災拠点」ということからであれば、

ただの防災倉庫にするのではなく、実際に地震が起こった時に本当に必要な

もの、科学的な側面から信頼できる情報、信頼できる対応方法など、それら

を提供していくのは非常に重要な役割であり、そういう意味で科学の拠点と

いうのが実は防災拠点にもなると思う。 

最後に、地域にはいろいろな課題があるが、うまく課題解決ができ、それ

が自然法則に則ったものであって特許が取れれば、知的財産が生まれてく

る。科学の拠点では、それを蓄積し、活用していく機能も出てくる。したが

って、地域の方々にとっても、経済社会にとっても、科学の拠点というのは

生かしていけるように考えている。 

（ 拍手 ） 

○副議長 科学といってもｉＰＳ細胞とか人体の中の宇宙まで物すごく広い分

野なので、まずは興味を持ってもらうみたいなところでよいか。 

○浅井氏 科学教育の入り口としてはそれで良く、提供する側がそのことにつ

いて整理し、わかって提供していけば大丈夫である。 

○委 員 科学の拠点というと、どうしても理科教育というところがメインに

なってくるけれども、その辺は今後どうなるのか。 

○浅井氏 まさにそういうイメージになるが、そうではなく、この共通世界に

関する客観的な物の考え方とかをも含めた教育の拠点であると思う。 

○委 員 今日の新聞テレビ欄に「たった2分間の運動で長時間の運動と同じ

効果 最新科学が解き明かすエクササイズの真実」というのがあるのだが、

身体運動と科学という言葉が結びついてくると、拠点にする科学の建物のイ
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メージが、机の上で何かする理論的な部分と床面部分での運動という少しフ

ラットな広がりが持たせられるのかと感じたが。 

○浅井氏 例えば、地球の重力や引力を僕らは当たり前に思っているが、引力

がないとどんな感じだろう、そんなことを感じてもらうのに、スペースチュ

ーブという、ストッキングのとても大きいものをイメージしていただければ

いいのだが、それが体育館にあって、その中を歩く。ただ、歩くのが非常に

不安定で、地球の重力がある普通の環境から宇宙で何か上も下もわからない

ような感覚を感じられたりする。こうした体感をきっかけに重力がある私た

ちの置かれている状況がとても特殊なのであって、この宇宙全体でいうと重

力がないところがほとんどであるということについて気づくということもあ

る。 

こういった体験型とか、知ってもらいたいことをどのように表現していく

か、伝えていくかという科学の教育づくりの中身は、次のステップで必要だ

と思う。 

○委 員 科学教育に求められる好奇心や探求心の手前にある失敗というもの

に対して、世界的に、世間的に、子どもたちでさえも失敗を恐れがちになっ

てきてしまっていると思っている。失敗してしまうと、好奇心や探求心はど

んどんなくなってしまい、大人は大人で失敗させたくないという思いがあ

る。科学教育の中で失敗というものをどういうふうに伝えていけるのかとい

うところが、社会教育としても大切だと思うのだが、どう考えているか。 

○浅井氏 失敗に関して僕が非常に強く印象に残っていることを言うと、ＮＡ

ＳＡのジョンソンスペースセンターでは、宇宙開発の歴史について一般の

方々向けに非常に短い映画を流しているのだが、その中の一番のメインに

は、チャレンジャーの爆発事故。これだけの失敗があったのだから、これは

絶対に生かさなければいけないのだとなっている。日本と随分違うと感じる

が、新しいことをやっていこうというときは、やっぱりやってみなくてはわ

からない部分がたくさんある。そういう意味では失敗ということではなく

て、挑戦であり、新しい知見が得られるのだということだと思っている。 

先ほどの商店街と組んで何かやってみようといっても、そんな簡単にうま

くいくとは思えないし、開かれた科学の拠点と言ってもどこまでできるかわ

からない。けれども、やって、初めていろんな課題も見えてくるし、できる

のではないかなと思っている。 

○議 長 これは私の見方だが、一昔前の近代化の過程では、科学がとても重

要視されてきた。しかし、例えば原水爆や公害、そういうことによって科学

の発展がそれほど人間を幸せにするものでもないのではないかという意識が

ほかの国と比較して日本人は高いと感じている。そうではなく、科学の発展

というのは我々を幸せにするのだという、ポジティブな物の見方を身につけ

てもらうような拠点になったらいいと思う。 

○浅井氏 今日の話を少し違う形で整理すると、科学とか科学教育だけで幸せ

ということについてはわからない。科学はあくまでも正確な状況認識、もし

くは技術的な分析、いろんな意味で科学というのがしっかりあることが大切

である。それが人間的なところで幸せにつながるかどうか整理した上で、そ

ういう見方を持っていないといけないと思う。 

○議 長 人間社会にとって、科学的に意識を変える、物の見方を改善してい

くというのはとても大変なことだと思うのだが。 
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○浅井氏 直接的に改善することが難しい場合でも、科学的なものを出してい

くことによってみんなが「ああ確かにそうだな」となれば、今の話とは少し

違うのではないかというように、ワンステップ踏んで物事をしっかり考える

ことができる。科学的にしっかり客観性を持った連続性のある情報の見方と

か共通意識を持ってもらった上で、それぞれがしっかりとした判断をするこ

とに十分に助けになっていくと思う。 

○副議長 私は、先生のお話を伺って二重のネットワークという点も非常に重

要なポイントだと思った。人と人とのネットワークがあれば継続できるとい

うのは大事なことだと思う。 

○委 員 科学の拠点をつくるといったときに、何をどのように提供するかと

いうことに話が終始してしまっていたが、そうではなくて、科学って何だろ

うというところをつくる側がきちんと押さえていかないと、常に変えていか

なくてはいけない陳腐なものになってしまうと思っている。 

先ほど失敗のことがあったが、理科教育の現場からは、時間的制約もあっ

てきれいにできている実験しか見せられない、失敗というものが提供できな

いということも聞こえてきている。失敗を許す場ややってみる場を今度の新

しいところで提供できたらいいと思った。 

○浅井氏 どう提供していくかという最終的な、ゲームで言ったら最後のつく

り込みみたいな部分は、芸術的なところともつながりがあると思うが、やは

り大事である。 

（ 浅井氏退室 ） 

○副議長 では、この先の進行は議長にお願いする。 

○議 長 はい。次に報告・協議事項について。中央図書館の改修について中

央図書館次長にお願いする。 

○中央図書館次長 中央図書館の大規模改修工事については、既に11月末に区

議会へ報告、12月1日号の広報すぎなみや区ホームページで周知、地元の町

会や町会連合会に連絡、近隣住民の方への説明会。年明けからは図書館内に

貼り紙、カウンター等でチラシを手に取れる形で案内をしている。 

この後の主なスケジュールとして、4月1日から休館、4月中旬以降に臨時図

書窓口開設、蔵書搬出や倉庫保管。済美教育センターにつくる仮設事務所に

移るのは7月1日を予定している。7月からは着工、再度近隣説明会を行い、よ

り具体的な説明を行う予定である。そして平成32年6月ごろ竣工予定。その

後、蔵書を民間倉庫から呼び戻し、平成32年9月ごろにリニューアルオープン

と考えている。 

休館期間の荻窪地域の図書館としては、臨時図書窓口を郷土博物館分館に

開設し、予約本の受取や返却、蔵書検索サービスを行う。杉並区の歴史に関

する資料や、非常に希少性の高い本で中央図書館にしかないようなものは、

高井戸図書館の閉架書庫に移送をして収蔵し、予約による貸出、閲覧。その

他の蔵書は民間倉庫に移送、保管をする。 

もう一つの、ほかの12の図書館を動かしていくための中央図書館が持つセ

ンター館機能については、従来どおり実施をしていく。 

今回は、図書館の全体も、ＢＭ棟も、建物の躯体は今までどおりで、内部

について設備、あるいは書架を取りかえることとしている。 

○委 員 学校の団体図書とかは今までどおりなのか。 

○中央図書館次長 中央図書館を利用している学校長には既に説明をしている
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のだが、5月ごろに通常どおりの団体貸出の手続を保護者の方々にお願い

し、工事期間中、学校の中で回したりして保管をしていただく。そして、リ

ニューアルオープンのときに回収に伺う予定でいる。 

○議 長 では、次の報告事項である杉並区立施設再編整備計画について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 前回の会議では計画案を説明した

ところである。その後、パブリックコメントを実施し、個人136件、団体15

件の全151件、延べ502項目にわたる意見があり、それらを踏まえて改めて内

容を精査し、このたび確定した。 

ポイントとして大きな項目は2点あるが、大幅な修正はなかった。杉並第四

小学校の跡地活用により次世代型科学教育の新たな拠点をさまざまな機能と

あわせ持たせながら実現していくこと。 

もう一つは、今ある社会教育施設としてのセシオン杉並の大改修計画であ

る。今後は、区民サービスの向上という意味で、どのような形で提供してい

くことが望ましいのかという課題に立ち向かっていくという時期に入ってい

く。 

○議 長 本件は報告という形で承る。次に今期の社会教育委員会議の意見に

ついて。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 皆様の任期が本年5月いっぱいと

なるため、ここでやってきた内容を改めて整理しながら5月を迎えたいと考

え、今までを振り返った資料を作成した。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 資料説明） 

この先は、皆様とここまでやってきた内容をもとに、あるいは今日の科学

の教育についてのやりとりも踏まえながら、論点整理をした上で次期の委員

に申し送りをして、継続して扱うとしたいと思うがいかが。 

○議 長 皆さん方のご了解を得たいということで、よろしいか。 

（ 了承 ） 

○議長 それでは、その他、今後の予定について。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 3月3日のサイエンスフェスタにつ

いては、改めてご案内させていただく。そして、新年度に入った4月に最後

の会議を予定している。慌ただしい時期だが、よろしくお願いします。 

○議 長 それでは、最後に課長から。 

（生涯学習推進課長 あいさつ） 

○議 長 これで閉会します。本日はありがとうございました。 


