これからの学校教育をいっしょに考えましょう！

保護者・市民等︵参加費無料︶

講師 元東京都公立学校校長
日本教育心理学会会員
学校心理士 加藤 宣彦先生
◆教育指導課
０４２︵４３８︶４０７５
■市民会館のご案内図

り

後︑６分科会に分かれて協議を
行いました︒特に︑小・中連携
によって成果が現れていること
や︑今後︑小・中連携に期待す
ることなどをテーマに話し合い
を行い︑具体的な方策について
多くの意見が出されました︒

田無第二中学校区

こ

谷
―戸小・谷戸第二小 ―
谷戸小の全学級で授業公開を
行い︑その後︑８分科会に分か
れて協議を行いました︒﹁中１
ギャップへの対応﹂﹁各教科の
言語活動の充実﹂﹁外国語活動
から英語教育へ・算数から数学
へ﹂などを共通テーマとして︑
教科ごとの分科会で小・中連携
のあり方について活発に意見交

は

換がなされました︒

ひばりが丘中学校区
泉
―小・住吉小・中原小 ―
住吉小で授業公開を行い︑そ
の後︑６分科会で協議を行いま
した︒特に︑キャリア教育のあ
り方や基本的な生活習慣を身に
付けさせる指導︑特別な支援
を必要とする児童・生徒への指
導︑学習の基礎・基本などにつ
いて幅広く情報交換を行い︑３
校で共通して取り組む内容を明
確にすることができました︒

田無第三中学校区
け
―やき小・田無小 ―
田無小の全学級で授業公開を
行い︑その後︑７分科会に分か
れて協議を行いました︒﹁言語
活動の充実﹂や﹁食育﹂﹁特別
支援教育﹂などの今日的な課題
をテーマとして取り上げ︑今後
３ 校で連携できること︑いつ︑
どのように連携を行うのかなど
について︑実践に結び付く話し
合いが行われました︒

青 嵐 中 学 校 区

も

を

保
―谷第一小・栄小 ―
本校区は︑小・中連携をテー
マに市の研究指定校として２年
間にわたって取組を進めていま
す︒本年度は︑年間をとおして
研究授業を重ね︑来年１月の研
究発表に向けて︑小・中９年間
を見通した各教科のカリキュラ
ムを作成しています︒

ど

柳 沢 中 学 校 区
東伏見小・保谷第二小 ―
―
保谷第二小の全学級で授業公
開を行い︑その後︑３分科会に
分かれて協議を行いました︒学
習指導や生活指導について各校
が課題にしていることを共通理
解し︑小学校で取り組む内容と
中学校での指導のあり方などに
ついて意見交換を行い︑連携の
方向性を明確にしました︒

田無第四中学校区
向台小・柳沢小 ―
―
向台小の全学級で授業公開を
行い︑その後︑教科ごとの 分
科会に分かれて協議を行いまし
た︒全教科に分かれて小・中学
校の指導内容を改めて確認し︑
指導上の課題や指導で工夫して
いる点︑授業改善の方法など
について熱心に話し合いが行わ
れ︑今後の連携のための取組が
明確になりました︒

明 保 中 学 校 区
東小・碧山小 ―
―
東小の全学級で授業公開を行
い︑その後︑公開した授業につ
いてワークショップ形式で協議
を行いました︒討論形式やグ
ループ活動を取り入れた授業︑
問題解決型の授業など︑授業改
善を視点とした様々な提案がな
され︑小・中学校の教員が互い
の指導力を高めるための話し合
いを活発に行いました︒

る

◆教育指導課
０４２︵４３８︶４０７５

守

⑥図書館情報の提供
利用者用検索機や配布資料で
図書館情報をお知らせします︒
なお︑資料の予約や貸し出し
などには図書館利用カードやパ
スワードが必要です︒
その他図書サービスの時間や
制限の詳細については︑図書館
と﹁東伏見ふれあいプラザ﹂で
配布している利用案内をご覧く
ださい︒
◆中央図書館
０４２︵４６５︶０８２３

た自動返却機の返却口に資料が
投入されると自動的に返却処理
が行われるシステムです︒
カウンター・サービスの大部
分を占める資料の貸出・返却を
効率的に行うことによって︑読
書案内やレファレンス・サービ
ス等のほかのサービスを充実さ
せたいと考えています︒
まず︑貸出︑返却ともに利用
が最も多い中央図書館で両シス
テムを導入し︑どのような成果
があるか︑今後︑検証していき
ます︒

歩

青嵐中ではエコ学習として
３年前より︑技術の授業で
ゴーヤを育てています︒
そこで︑技術の先生にイン
タビューしました︒
Ｑ 緑のカーテンにゴーヤを選
んだのはなぜですか？

た︒
その結果を参考にして︑７月
日の教育委員会︵第７回定例
会︶で協議し︑来年度から使用
する教科書が採択されます︒採
択された教科書については︑本
紙などで公表します︒

平成 年度から西東京市立中学校で
使用する教科用図書の採択について

一

子ども記者コーナー⑥

西東京市図書館は︑中央館と
五つの地域館︑一つの分室から
構成されています︒所蔵する資
料の情報は︑コンピュータ・シ
ステムによって全館で共有して
います︒そして︑毎日︑資料搬
送車がこれらの施設と市内３箇
所に設置された図書返却ポスト

中央図書館

シリーズ図書館

第

○小・中学校消防設備改修工事
小・中学校に設置されている
消防用設備等で機器の耐用年限
および老朽化の著しいものにつ
いて昨年から設備更新を図って
いる状況です︒児童・生徒の安
全な環境を確保するため︑改修
工事を実施します︒
○小・中学校焼却炉等撤去工事
小・中学校に設置されている
焼却炉は雨ざらしで老朽化が進
んでおり︑環境諸問題により使
用することができないことから
焼却灰等のダイオキシン濃度を
調査の上︑児童・生徒および地
域住民の方々の安全な環境を確
保するため︑撤去します︒
○屋上防水等改修工事
向台小学校の音楽室および上
向台小学校の一部屋上の︑防水
の改修工事を実施します︒
○普通教室扉改修工事
明保中学校普通教室の扉が老
朽化しており︑開閉に支障が出
ていることから改修工事を実施
します︒
おおむねの工事は︑夏季休業
中に施工します︒また︑授業に
支障のない作業に関しては︑一
部夏季休業日前後に実施しま
す︒
◆学校運営課
０４２︵４３８︶４０７２

夏休み中の工事のお知らせ

新しい学習指導要領が平成
年度から中学校で全面実施とな
ります︒それに伴い︑来年度か
ら西東京市立中学校で使用する
教科用図書︵教科書︶を選定す
る作業が行われています︒
これまでに各学校や教員によ
る教科ごとの調査・研究︑市民
の皆様からいただいたご意見を
基に︑教科用図書採択資料作成
委員会が調査・研究を行いまし

24
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◆教育指導課
０４２︵４３８︶４０７５

昨年に続き︑今年は校庭全面
実施となる２校目の谷戸小学校
の校庭の芝生化約２︐８００㎡
を実施いたします︒７月から工
事を実施し︑養生期間を含め
て︑ 月の完了を予定していま
す︒今後は︑芝生の育成・維持
管理方法について専門家のアド
バイスを受けながら学校・保護
者・近隣の皆様の協力のもと
に︑谷戸小の芝生を育てていき
たいと考えています︒
◆学校運営課
０４２︵４３８︶４０７２

﹁校庭の芝生化﹂について

24

新学習指 導 要 領 の 説 明 会 ・ 講 演 会 の ご 案 内
目的
保護者・市民の皆様を対象
に︑平成 ・ 年度から小・中
学校で実施する新学習指導要領
の趣旨とそれに基づく学校の教
育活動について最新情報を提供
し︑これからの学校教育につい
ての理解を深めていただくこと
を目的とした説明会・講演会で
す︒
日時
平成 年７月 日︵土︶
午後１時 分から
︵午後１時受付開始︶
開場
西東京市民会館公会堂
対象
講演会
演題 ﹁やる気を出させる
ほめ方・叱り方﹂

ݱȷɶܖఄᲳ࠰᧓ƷᏋƷΪܱƷƨǊƴ

田無第一中学校区
芝久保小・上向台小 ―
―
上向台小の全学級で授業公開
を行い︑その後︑６分科会に分
かれて協議を行いました︒学習
分科会では︑各校で行っている
学習規律を身に付けさせる取組
や学習指導で課題としているこ
と︑全校で重点的に取り組んで
いることについて情報交換を行
い︑３校で共通して実践できる
取組について話し合いました︒

保 谷 中 学 校 区

守

本町小・保谷小 ―
―
小・中連携に取り組んで６年
目の本学区は︑本町小学校の全
学級で授業公開を行い︑その

見

﹁東伏見ふれあいプラザ﹂

７月２日 オープン ！
予約した図書館の本を受け取る
ことなどができます︒
等があるかなどが調べられま
す︒
②図書館資料の予約
利用者用検索機で︑館外貸出
可能な図書館資料を予約するこ
とができます︒
③図書館資料の貸し出し
予約した資料︵視聴覚資料を
除く︶を借りることができま
す︒窓口で受け取り︑利用者用
検索機の自動貸出機能を使っ
て︑ご自分で手続きをしていた
だきます︒
④図書館資料の返却
お借りになった資料を返却箱
に返すことができます︒
⑤図書館利用状況の確認
利用者用検索機で︑ご自分の
利用状況が確認できます︒

動貸出機で貸出手続きをとるこ
とができるシステムです︒自動
返却システムは︑館内に設置し

10

◆中央図書館
０４２︵４６５︶０８２３

﹁緑のカーテン﹂の報告
﹁緑のカーテン﹂が実施さ
れ︑今年で５年目になります︒
今年も市内小学校 校と︑柳
沢中学校︵生徒・保護者の協力
による︶で︑４月からスタート
しました︒
栽培方法を︑一部露地栽培に
切り替えたことにより︑緑の
カーテンが１階から３階までを︑
覆う程の成長を見せています︒
また︑プランター栽培の学校
についても︑容器を大きくし︑
土の量を増やすと共に︑肥料も
増量し︑露地栽培に劣る事なく
成長しています︒
◆学校運営課
０４２︵４３８︶４０７２

を巡回します︒所蔵する約 万
点の図書や雑誌︑ＣＤを利用者
の希望する図書館に送り︑受
け取れるシステムを作っていま
す︒一日に貸出︑返却される資
料 は 約１ 万８︐０ ０ ０ 点 ︑ 一 日
に 受 け 付 け る 予 約 件 数 は 約 ２︐
５ ００ 点です︒このように資料
が市内を駆け巡ることで︑気軽
に利用しやすい環境作りを進め
ています︒情報と物流等の図書
館ネットワークの充実は︑サー
ビスの拡大につながっています
が︑その中核を担っているのが
中央図書館です︒また︑中央図
書館では︑専任のレファレンス
担当や地域・行政資料担当を配
置して︑調査・研究に役立つ参
考資料や西東京市関係の資料を
収集・提供し︑市民の質問に資
料や情報を提供するなど調べも
のを支援しています︒

16

│西東京市立小・中学校連携の日の取組│
４月から小学校で新しい学
習指導要領による教育がス
タートしています︒新学習指
導要領では︑今まで以上に
小・中学校が連携して学習面
や生活面の接続を円滑にし︑
９年間を見通したよりよい教
育の充実を図ることを重視し
ています︒
西東京市教育委員会では︑
平成 年度から︑６月の第３
水曜日を﹁西東京市立小・中
学校連携の日﹂として︑市内
全小・中学校の全教員が相互
の授業参観や情報交換をとお
して連携を深める取組を始め
ています︒
６月 日︵水︶に実施した
本年度の取組を紹介します︒

ご利用ください

一般の市民の皆様に市内の
小学校・中学校のプールを無
料で開放します︒

②午後１時 分〜３時 分
︵総入れ替え制︶
青嵐中学校は︑施設の管理上
の面から︑校舎１階で集合・解
散していただくことになります
のでご了承ください︒
▽対象 小学５年生以上の一般
市民
なお︑介助が必要な方につい
ては︑必ず水着着用の介護者等
が付き添ってください︒
︵プールの水深は最大 ㎝ ︶
共通事項

７月２日︑﹁東伏見ふれあい
プラザ﹂が︑東伏見駅北口徒歩
１ 分︑西武柳沢駅寄りの踏切近
く︵富士町四丁目 番 号飯田
ビル１階︶にオープンしまし
た︒空き店舗を利用したこの施
設は︑地域活性化と東伏見駅周
辺地域における行政サービス提
供の拠点として開設されまし
た︒
施設内には︑図書館と同等の
利用者用検索機︵自動貸出機能
付き︶と︑返却箱が設置され︑
図書サービスも提供します︒
ご利用いただけるサービスは
次のとおりです︒
①図書館資料の検索
利用者用検索機で︑市内のど
の図書館にどのような本やＣＤ

図書館では︑平成 年度より
ＩＣ タグを使用した資料管理を
行っています︒複数の資料の貸
出・返却処理を同時に行えるこ
とに加え︑全館に設置した自動
貸出機の利用が浸透したことに
より︑利用者をお待たせする時
間の短縮と︑業務の効率化が進
みました︒
新たに︑７月１日より中央図
書館にＩＣタグを利用した予約
棚システムと自動返却システム
を導入しました︒
予約棚システムとは︑利用者
がご自分で︑資料が並んでいる
棚から予約した資料を取り︑自

Ｑ どのくらい収穫できます
か？
Ａ ひと夏で 本以上は採れま
す︒家庭科では収穫した
ゴーヤでゴーヤチャンプルの
調理実習を行っています︒

Ａ 学校の近所のお宅で窓辺に
ゴーヤを栽培していまし
た︒それを見て緑のカーテ
ンの学習にもつながると思
い選びました︒

﹁自然﹂や﹁環境﹂をテーマとした記事を紹介します︒

このコーナーでは︑市立中学校の生徒が記者となって︑

◆中央図書館
０４２︵４６５︶０８２３

78

Ｑ 緑のカーテンの効果はあり
ますか？
Ａ 日差しが強いときなど︑日
差しを和らげてくれます︒
緑のカーテンがあると︑約
度も違うそうです︒
青嵐中学校 三年 徳野 帆南
蓮見 理絵
二年 堀込満里菜

「西東京の教育」を読んでのご意見・ご感想はこちらまでお寄せください。（〒202-8555 西東京市中町1-5-1 西東京市教育委員会教育企画課）
市では防災行政無線を使用して児童の安全確認の呼びかけをしています。地域の防犯対策へのご理解、ご協力をお願いいたします。

10

意欲的に発表する児童
（保谷第二小学校）
熱心に話し合い活動を行う生徒
（田無第一中学校）

中央図書館の予約資料の
受取方法が変わりました

33

田無小学校・けやき小学校
▽開放日 別表参照
▽開放時間
①午前 時〜正午
②午後１時 分〜３時 分
︵総入れ替え制︶
けやき小学校は︑施設の管
理上の面から︑体育棟１階で
集合・解散していただくこと
になりますのでご了承くださ
い︒
▽対象 ２歳以上の一般市民
ただし︑２歳以上の未就学
児については︑おむつがとれ
ている状態で︑未就学児２名
に対し必ず水着着用の保護者
１ 名の付き添いが必要になり
ます︒
なお︑介助が必要な方につ
いても必ず水着着用の介護者
等が付き添ってください︒
︵プールの水深は最大 ㎝ ︶

７月31日(日)

青嵐中学校

30

▽申し込み 午前 時または午
後１時 分までに直接会場に
おいでください︒
▽利用条件
①自転車は所定の場所に止め
ること︒
②車での来校は禁止します︒
③飲食物を持ち込まないこ
と︒
④化粧品︵日焼け止め等を含
む︶は落として泳ぐこと︒
⑤必ず水着︑水泳帽を着用す
ること︒
⑥貴金属類ははずして泳ぐこ
と︒
⑦監視員の指示に従うこと︒
10

８月28日(日)

15

20

30

８月27日(土)

200

30

８月21日(日)

▽開放日 別表参照
▽開放時間
①午前 時〜正午

８月14日(日)

30

120

８月７日(日)

140

７月30日(土)

青 嵐 中 学 校

８月20日(土)

けやき小学校

８月６日(土)
田 無 小 学 校

26

10

23

30

７月31日(日)

中央図書館外観

ゴーヤの写真

24

30

10

10

７月30日(土)

◆社会教育課
０４２︵４３８︶４０７９
８月13日(土)

15

一般開放プール（別表）

ワークショップ形式で授業について
語り合う明保中学校区の教員

23

23

22

平成23年度 学校開放プール日程表

カリキュラムを作成するため熱心に話
し合いを行っている小・中学校の教員
予約資料案内機と予約棚コーナー

第49号（2）

西東京の教育
平成23年（2011年）７月15日発行
平成23年（2011年）７月15日発行

西東京の教育
第49号（3）

