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開会 午後１時３０分 

 

大熊教育長   ただいまから令和元年第５回小金井市教育委員会定例会を開会す

る。 

 日程第１、会議録署名委員の指名。 

 本日の会議録署名委員は、岡村委員と浅野委員にお願いする。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

大熊教育長   次に、日程第２、代処第９号、小金井市公民館企画実行委員の委

嘱に関する代理処理についてを議題とする。 

 それでは、提案理由の説明をお願いする。 

 

藤本生涯    提案理由についてご説明する。 

学習部長    本件については、小金井市公民館企画実行委員を委嘱する必要が

生じたが、本件は教育委員会の議決すべき事項で、教育委員会を開

催する時間的余裕がなかったことにより、小金井市教育委員会教育

長に対する事務委任規則第４条第１項の規定に基づく代理処理を

したことについて、同条第２項の規定により、その承認を求めるも

のである。 

 細部については、担当から説明するので、よろしくご審議の上、

ご承認賜るようお願い申し上げる。 

 

林公民館長   それでは、細部についてご説明する。 

 欠員となっていた第２５期東分館企画実行委員の１名について、

４月１日号の市報での募集、その後の説明会、調整会を経て、平成

３１年４月１９日に委嘱に関する代理処理を済ませたので、ご承認

賜るようお願い申し上げるものである。被委嘱者氏名、人数は記載

のとおりである。 

 以上、簡単であるが、ご説明とさせていただく。よろしくお願い

する。 

 

大熊教育長   事務局の説明が終わった。本件に関して質問、ご意見はあるか。 

 

鮎川教育長   お名前から察するに、東分館には男性の方の中に女性の方が新た 
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職務代理者  に加わったと見受けた。両方の性の方がいらっしゃるといいと思う。 

 

大熊教育長   よろしいか。男性と女性の割合はどのくらいになっているか。 

 

林公民館長   今、パーセントは、数字を持ち合わせていないが、資料に全５回

の一覧が出ているので、そちらをご参照いただければと思う。 

 

大熊教育長   わかった。よろしいか。 

 以上で質疑を終了する。 

 それでは、お諮りする。代処第９号、小金井市公民館企画実行委

員の委嘱に関する代理処理については、承認することにご異議ない

か。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   ご異議なしと認める。本件に関し、承認することと決定した。 

 次に、日程第３、報告事項を議題とする。順次、担当から説明願

う。 

 初めに、報告第１、令和２年度使用小学校教科用図書の採択につ

いて報告願う。 

 

浜田指導室長  令和２年度使用小学校教科書は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２３条第６号に基づき、教育委員会が採択することと

なっている。教科書採択にかかわる法令及び要綱等に従って、令和

２年度使用小学校教科用図書採択の調査研究及び事務手続を進め

ていく。具体的には報告事項１をご覧いただきたい。 

 採択に必要な資料を得るために、各学校の報告書をもとに教科書

選定調査委員会及び教科書調査委員会を設け、調査研究及び資料作

成をしていただく。 

 そのほか事務日程等については、資料を参考にしていただきたい。

６月の中旬ごろ、教育委員の自宅へ見本本を配付する予定である。 

 報告は以上である。 

 

大熊教育長   ６月の中旬ごろ。 
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浜田指導室長  中旬ごろ発行の上、見本が終わった後、配付したいと思う。 

 

大熊教育長   その前の学習指導要領の趣旨の理解というのはどういうふうにす

るのか。 

 

浜田指導室長  教育委員さんと機会を捉えて質問を受けながら、新しい学習指導

要領の趣旨について、指導主事等からご質問にお答えしていくとい

う形でいきたいと思う。 

 

大熊教育長   学習指導要領の趣旨を理解していただいて、その趣旨に基づいて、

教育委員会から配られた見本本を見ていただき、それで調査研究を

していただきたいというところである。簡単に申し上げると、今回

の新しい学習指導要領は、主体的・対話的で深い学びを実現すると

いう、いわゆる授業改善の視点が示されている。そういうふうに、

授業の内容をただ教え込むのではなくて、子供たちがみずから主体

的に問題を見つけ、そして、それを解決するということが求められ

る教科書になるかと思うので、そういう学習内容、今までと違った

学習を進めていくことになるので、それを実現できる教科書を是非

とも採択していきたいと考えているので、詳しいことは指導主事か

ら専門的なことを伺っていただきながら採択のための基礎知識と

していただきたいと思うが、その辺いかがか。わからないところは

たくさん聞いていただいて。 

 それから、各学校からの情報も来るか。 

 

田村指導主事  各学校から各教科ごとに委員を推選してもらっていて、そこから

各学校で意見をまとめてもらって、それを報告書という形で、各教

科の調査研究委員長というのがいるが、そこで取りまとめてもらう。

それを最終的に上げていただいて、報告書という形でお渡しする形

になる。 

 

鮎川教育長   図書館での教科書の展示や、市民の方のアンケート、市民の方々 

職務代理者  のご意見、お考えを伺う機会なども、これまで同様に用意されてい

るという認識で正しいか。 

 

浜田指導室長  本年度も５月２８日から６月２８日まで１か月間の日程で、教科
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書展示会を開催する。図書館本館と貫井北町センター図書分室に展

示することとする。その際、アンケート等でご意見もいただきたい

というふうに考えている。 

 以上である。 

 

鮎川教育長   ありがとう。 

職務代理者   

 

大熊教育長   それの広報はどうなっているか。 

 

浜田指導室長  市報５月１５日号に掲載される予定である。 

 

福元委員    例年、話題になることは、学校に関しては、十分な調査研究期間

を確保しているかどうかというのが話題になったと思う。それから、

広報の方法とか、それから、後でいろいろ出てきたのが、市民が読

むスペースの問題とか、意見を書く場所はあるかとかが話題になっ

たように思う。その辺を配慮しながらやっていただければありがた

いかなと思う。 

 

浜田指導室長  まず、学校での調査期間であるが、約１か月間設けているので、

例年どおり、ある程度調査する期間は設けてある。 

 広報については、先ほど市報と言ったが、市報プラスホームペー

ジでも広報する。 

 それから、意見を書く市民のスペース等、場所等については、図

書館等と相談しながらやっていきたいと思う。 

 

大熊教育長   図書館長がいるので、ちょっとその辺、お願いする。すまない。 

 

菊池図書館長  貫井北分室は朝９時から夜７時までで、スペースも比較的に広い

と思う。 

 本館のほうは、以前、２階に置いていたことがあるが、２階だと

５時に閉まってしまうので、１階に展示してほしいという、過去に

そういうご要望があって、１階に展示したことがあるが、１階の場

所が狭くて、ゆっくり見るスペースがないので、やっぱり２階がい

いという話が出て、２階に戻した経過がある。 
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 貫井北分室と本館とで開館時間が違うので、どちらかをご利用い

ただければと思っている。 

 

大熊教育長   よろしいか。そういうことになっているそうである。 

 あと、心配事はないか。どうぞ。 

 

岡村委員    ９日の教育委員会においての小学校教科書採択方針の概要報告と

いうのは、学校と一緒に考えるということか。令和２年使用小学校

教科書の採択方針の概要というのは、学校から戻ってきたものの報

告を聞くということか。９日は。 

 

浜田指導室長  ９日については採択の方針という大きな方針だけで、調査結果等

は当日の３０日に調査委員長が来て、詳しく説明する。 

 

岡村委員    いつもと同じということか。 

 

浜田指導室長  その際に質問等をしていただければと考えている。 

 

岡村委員    大きな方針を。 

 

浜田指導室長  はい。 

 

鮎川教育長   ７月上旬配布予定の教科書選定調査資料は、小金井市の先生方が 

職務代理者  調査された結果、それとも都教委から出るものか。 

 

田村指導主事  東京都教育委員会から出されている調査資料である。そちらのほ

うを考えている。 

 

鮎川教育長   ７月上旬配布予定の教科書選定調査資料は、都教委の白い本か。 

職務代理者   

 

田村指導主事  そちらがいつ届くかという話がまたあるので、後での予定という

ことになるが。 

 

鮎川教育長   小金井市の調査選定委員会の先生方が作成してくださるものは、 
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職務代理者  次年度に向けての採択もこれまでどおりという理解でよろしいか。 

 

田村指導主事  そちらのほうについては、また例年どおりという形になっている。 

 

鮎川教育長   わかった。ありがとう。 

職務代理者   

 

大熊教育長   とにかく授業が変わる。変わる授業を実現する教科書ということ

が大事だと思うので、主体的・対話的、深い学びが実現できるとい

う視点を重視していただいて、さまざまな資料も参考にしていただ

きながら、各委員さんたちの思いを当日の教育委員会でぶつけてい

ただければと思う。そこで決定していきたいと思うので、どうかよ

ろしくお願いする。それまでは各自の研究になるので、そこはくれ

ぐれも各自の思いをしっかり持っていただきたいと思うので、よろ

しくお願いする。 

 よろしいか。いろいろ注文があったが、大丈夫か。よろしくお願

いする。 

 事務局の説明が終わった。本件に関して質問、ご意見は終わった。 

 以上で、令和２年度使用小学校教科用図書の採択についてに係る

報告を終了する。 

 次に、報告２、中学校合唱鑑賞教室について報告願う。 

 

西尾指導主事  中学校合唱鑑賞教室についてご報告する。今年度は５月１０日、

金曜日、午後２時から午後３時３０分まで、武蔵野市民文化会館大

ホールで合唱鑑賞教室が開催された。この合唱鑑賞教室には、中学

校２年の生徒６３３名が集まり、ジョン・レノン、ポール・マッカ

ートニー作曲の「イエスタデイ」や、ビゼー作曲のオペラ「カルメ

ン」よりなどの楽曲に楽しみ、合唱を鑑賞することができた。 

 「夢の世界を」という曲の全員合唱では、二期会合唱団が客席通

路まで並び、生徒とともに合唱したり、代表の生徒がステージに上

がり、合唱団の指導を受けて歌声を披露する姿が見られたりし、中

学生らしいすがすがしい声の重なりがホールに響いた。指揮者から

は、声がよく出ていて、歌声がすばらしいと褒めていただいた。鑑

賞中は、合唱団の歌声に聞き入る生徒の様子が印象的だった。 

 今回の中学校合唱鑑賞教室は、二期会合唱団の歌声を間近に聞く
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という貴重な経験を通じて、オペラ歌手への憧れや音楽を愛する心

情や豊かな情操を育むことができたと考える。また、鑑賞態度や公

共の場でのマナーについての指導も行き届いていた。 

 報告は以上である。 

 

大熊教育長   事務局の説明が終わった。本件に関して質問、ご意見はあるか。 

 まさに、誇れる小金井の教育の成果だと思う。子供たちがこうい

うことに興味を持って耳を傾けてくれるということ自体が実現で

きることが、小金井の教育のよさだというふうに実感する場面だと

思っている。その辺いかがか。 

 今後、継続してもらえること、さらに発展していくことを願い、

中学校合唱鑑賞教室について、係る報告を終了する。 

 次に、報告事項３、その他である。 

 学校教育部から報告事項があれば、発言願う。 

 

大津学校    特にない。 

教育部長 

 

大熊教育長   生涯学習部から報告があれば、発言願う。 

 

藤本生涯    それでは、生涯学習部から、オリンピック・パラリンピック兼ス 

学習部長   ポーツ振興担当課長より１点ご報告をさせていただく。 

 

内田オリンピ  ウオーキングフェスタ東京に関してご報告させていただく。５月 

ック・パラリ ３日、金曜日と４日、土曜日であるが、第２４回ウオーキングフェ 

ンピック兼  スタを実施させていただいた。両日とも多くの中学生ボランティア 

スポーツ振興 にご協力をいただいた。参加された生徒さんご本人と、それから、 

担当課長   ご協力いただいた各学校にも厚く御礼申し上げたいと思う。 

 ５月３日は中学生ボランティア４８人、４日は３７人にお手伝い

いただいた。中学生ボランティアの皆さんには、今年も参加者のス

タート時のお見送り、ゴール時のお迎え、それから荷物のお預かり

などをお手伝いいただいた。 

 ５月３日であるが、晴天に恵まれ、最高気温２６度という中で実

施したが、打って変わって４日であるが、午後から雷雨の予報があ

った。実際に雷鳴があったので、午後３時ごろには中学生ボランテ
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ィアのボランティア活動を終了していただき、３時半ごろには総合

体育館の第１会議室で一時待機をしていただいた。この後、移動後

に大雨になり、解散予定時刻である午後４時にも雨が降っていたの

で、点呼の上、保護者に連絡をとって帰宅するように伝えた。 

 中学生ボランティア自体は、昨年より多くの生徒さんに参加して

いただいたが、大会自体の参加者は例年より少なくて、２日間の合

計で４,８３３人であった。１０連休の中日であることが響いたと

思っている。 

 報告は以上である。 

 

大熊教育長   事務局の説明が終わった。本件に関して質問、ご意見はあるか。

よろしいか。 

 僕も参加させていただいたが、ボランティアの子供たちが、ちょ

うど仕事があくと、テントで数学の問題を解いているという。互い

に教え合っていた。僕も教えてあげようと思ったが、難しいのでや

めた。そのぐらい日常的に子供たちが教え合う姿も見させてもらっ

た。本当にすばらしい子供たちだなと実感した次第である。 

 それから、２日目、雨が降ったときに機転をきかせていただいて、

生涯学習部のほうで、雨に当たらず、事前に避難して、それから、

親御さんにも心配をかけることなく、連絡をとって帰ることができ

たのでよかったなというふうに思っているところである。 

 一応事務局の説明が終わった。本件に関し、その他あるか。よろ

しいか。 

 次に、報告事項４、今後の日程について、事務局より報告願う。 

 

中島庶務係長  それでは、教育委員会の今後の日程について報告する。 

 東京都市町村教育委員会連合会第６３回定期総会が、５月１７日、

金曜日、午後３時３０分から東京自治会館講堂で開催される。大熊

教育長、鮎川委員、福元委員のご出席をお願いする。 

 続いて、令和元年第６回教育委員会定例会が、５月２８日、火曜

日、午後１時３０分から８０１会議室で開催される。全委員のご出

席をお願いする。 

 続いて、平成３１年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会

及び研修会（山梨大会）が、５月３１日、金曜日に、山梨県北杜市

の女神の森セントラルガーデンで開催される。福元委員のご出席を
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お願いする。 

 続いて、令和元年第７回教育委員会定例会が、７月９日、火曜日、

午後１時３０分から８０１会議室で開催される。全委員のご出席を

お願いする。 

 続いて、令和元年第８回教育委員会定例会が、７月３０日、火曜

日、午後１時３０分から萌え木ホールＡ・Ｂ会議室で開催される。

年間スケジュールから場所が変更されているので、ご注意いただき

たい。 

 以上で、今後の日程の報告を終わる。 

 

大熊教育長   ただいまの事務局からの報告に関して、何か質問はないか。 

 大変申しわけないが、５月３１日の関東甲信越静市町村教育委員

会連合会、僕も行く予定だったが、１日目がちょうど議会と重なり、

出席することができないので、福元委員に行っていただいて、情報

を後でいただければと思うので、よろしくお願いする。 

 以上で、報告事項を終了する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。これをもって令和元年第５回

教育委員会定例会を閉会する。ありがとう。 

 

閉会 午後１時５３分 


