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平成１９（２００７）年１０月２６日 

教 育 委 員 会 資 料 

教育委員会事務局教育経営担当 
 

教育ビジョン実行プログラムの進捗状況（平成１９年度上半期の実績）について 

プロジェクト 

［担当分野］ 
平 成 1 ９ 年 度 上 半 期 の 実 績 下半期の取り組み予定 

Ⅰ幼児教育の 

環境整備 

[教育経営分野]

●（仮称）子育て・幼児教育センターの設置 

 ・中野区幼児研究センター設置(４月) 

・調査研究「中野区の子どもの生活や遊びの状況と意識に関する調査」（家庭編７月、従事者編９月） 

・合同研究 

※事業名「幼児教育から義務教育への円滑な接続」に記載 

・調査研究をまとめ、報告書

を作成 

・合同研究への支援 

●幼児教育から義務教育への円滑な接続 

 ・平成１９年度保育園と幼稚園と小学校との連絡協議会開催（６月） 

◇開催実績：ブロック別協議会参加者延べ４９０人、公私立幼稚園公開保育見学参加者３２２人 

 ・合同研究あり方検討会(世話役会)の設置（４月） 

・公立・私立、保育園・幼稚園合同研究の実施 

◇内容：固定メンバー型･･･テーマ「就学前教育について」（５月～、４回） 

    ：全員参加型講演会･･･テーマ｢現代の子育て事情が及ぼす子どもの発達への影響」(７月、参加者２７０人）

・合同研究あり方検討会(世話

役会)の開催 

・公立・私立、保育園・幼稚

園合同研究会の実施 

※上期から継続 

●区立幼稚園の幼児総合施設への転換 

 ・「中野区幼児総合施設推進計画」の決定(６月) 

 ・平成２０年度区立幼稚園園児募集(９月) 

 ・区立幼稚園から転換する認定こども園運営事業者募集要項策定のための検討 

・区立幼稚園から転換する認

定こども園運営事業者決定

及び基本協定締結 

・子育て支援事業(先行事業)

の調整 

・区立幼稚園から認定こども

園への転換に向けた工事の

設計委託及び工事内容の決

定、予算要求 

・中野区立幼稚園条例の一部

改正手続き 
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Ⅱ豊かな心と 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

能力の育成 

[学校教育分野]

 

●コミュニケーションの基本となる力の育成 
  コミュニケーション能力の育成にかかる基礎研究・調査 

○各学校の実態に応じ、全教科等を通じた書く力の育成にかかる指導計画の作成 
・コミュニケーション能力の育成に関する先行研究の資料収集および整理 
○各学校の実態に応じ、全児童の個別作文ファイリングの実施等作品の蓄積 

・コミュニケーション能力の育成に関する刊行物の収集および展示 

○コミュニケーション能力の育
成にかかる基礎研究、資料収
集 

○「発表する力」の育成に資す
る活動についての資料収集 

○各校へ、コミュニケーショ

ン能力の育成にかかる情報

提供 

●体験活動の充実 

○自然体験 

・軽井沢「遊々の森」の活用について先行事例の紹介（小学校２校、中学校６校が活動） 

○職場体験： 

・体験先リストの作成・配付（中学校 8校が職場体験を実施） 

○保育体験 

・中学生による保育体験の計画作成及び実施（14 校） 

○自然体験 

・小・中学校による軽井沢

「遊々の森」の活用 

○職場体験： 

・体験先リストの配付 

・中学校が職場体験を実施 

○保育体験 

・中学生による保育体験の 

実施 

Ⅲ区立小中学校

の再編 

[教育経営分野]

 

●区立小中学校の再編 

 （20 年度統合）  

○桃園第三小学校・仲町小学校・桃丘小学校統合委員会の運営（上期３回） 

   ・桃花小学校の設置を区議会で議決、校章の選定と校旗について意見取りまとめ、校歌制作を専門家へ依頼 

○第六中学校・第十一中学校統合委員会の運営（上期５回） 

  ・緑野中学校の設置を区議会で議決、標準服候補の展示会の開催、校章デザイン･校旗の選定、校歌制作を専門家へ依頼 

（21 年度統合） 

○中野昭和小学校･東中野小学校統合委員会設置・運営（６月～、３回） 

  ・統合委員会設置、施設改修に関する意見取りまとめ、校名募集の実施（10/1～11/2） 

○第一中学校･中野富士見中学校統合委員会設置・運営（６月～、４回） 

  ・統合委員会設置、施設改修に関する意見取りまとめ、校名募集・新校に望むことのアンケートの実施 

（23 年度統合） 

 ○野方小学校･沼袋小学校統合委員会設置・運営（７月～） 

（24 年度統合） 

 ○第九中学校・中央中学校統合に向けた準備 

・「第九中学校、中央中学校統合の考え方について」の説明会開催（９月、４回 説明会参加者のべ７９人） 

（校舎のあり方検討会運営） 

○検討結果取りまとめ、報告書調製（～７月まで、4回） ※’06年 10 月～’07 年 7月まで、全１０回検討会終了 

 

（20 年度統合） 

・校歌、校章、校旗、学校指

定品、施設整備などの協議

と意見取りまとめ 

・統合委員会終了 

（21 年度統合） 

・校歌、校章、校旗、学校指

定品などの協議 

・校名の意見取りまとめ 

（23 年度統合） 

・統合新校の校舎の改築など

の協議 

・基本計画に対する意見の取

りまとめ 

（24 年度統合） 

・第九中学校・中央中学校統

合に向けた準備 

・統合に向けた検討・協議、

学校などとの調整 
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Ⅳ確かな学力を

育む 

[学校教育分野]

 

●２学期制の推進と長期休業日の見直し 
○２学期制先行実施校による情報提供の機会を設け、２学期制のよさを生かした、弾力的な教育課程の編成につ

いての理解を深める。 

・教務主任会で情報提供５回、講演「教育課程の弾力的な運用」実施 

・中学校副校長研修会における２学期制の現状と課題分析（長期休業日・評価の改善） 

○来年度の２学期制の完全実施に伴う方向性を検討する。 

・代表校長会にて、２学期制について検討 

・実施校における、夏季休業日等の保護者面談等による、学習や生活の課題等の報告・相談の実施 

・実施校の課題の整理 

・学校管理運営規則（長期休 

業日）の見直し 

・２学期制啓発リーフレット

の作成 

●連携教育の推進 
 ○中野区立学校連携教育調査研究会「中間のまとめ（案）」の報告の見直し 

・「中間のまとめ（案）」の報告書作成 

・事務局内にて検討中 

○小学校と中学校の連携についての研修 

・教務主任会、研究主任研修会、生活指導主任において、調査研究委員（学識経験者）による講演会実施 

・連携教育調査研究会での協議 

・連携教育モデル校の決定

（小学校 1校・中学校 

1 校） 

・連携教育調査研究会「最終

報告書」の作成 

●スクールサポーター制度の創設 
・６月「中野区スク-ルサポ-タ-制度検討委員会」設置 

・６月～９月検討会委員会開催（４回）し、制度内容を協議・検討 

・８月 他区スク-ルコ-ディネ-タ-制度調査 

○サポーター制度の創設 

・検討結果取りまとめ 

・学校・区民への制度の周知 

・コーディネーター設置基準

の検討・決定 

○サポーターの募集 

・サポーターの募集開始 

・サポーターの登録 

Ⅴ特別支援教育

の推進 

[学校教育分野]

●特別支援教育の推進 

・区立全小・中学校、幼稚園における巡回相談の実施（４～9月） 

・中学校特別支援学級(知的障害)整備予定校を教育委員会事務局において検討（４～9月） 

  

・全区立幼稚園及び小・中学

校での巡回相談の実施 

・中学校特別支援学級(知的障

害)整備予定校の検討 

・関係部との連携による移行

支援の実施 
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Ⅵ健康の保持・

体力の増進 

[学校教育分野]

 

●体力向上プログラムの策定・実施 
 ○体力向上プログラム試行校（江古田小・第七中）において、平成１８年度策定した体力向上プログラムを基

に、具体的な取組を実践する。 

・試行校に指導員を派遣し、体力向上プログラムの取組に活用するとともに、活用方法について教育委員会よ
り指導助言を行った。（指導員の派遣回数：江古田小 11 回 第七中 3回） 

・試行校において、指導員を活用した指導計画を作成中である。 

○全小・中学校が全学年で新体力テストを実施し、児童・生徒の体力の実態把握をした。（４～６月） 

○教育委員会主催の研修会を実施し（開催回数３回）体力向上の理念、フラッグフットボール等の授業展開につ

いて啓発を図った。（4/23  5/18  9/11） 

○各校の体力向上研修会に学識経験者を派遣し、各校の実態に応じた体力向上プログラム策定について指導助言

を行った。（開催回数 24 回） 

・各校が体力向上プログラム策定の進捗状況について報告を行った。 

 

・体力向上プログラム試行校

において、平成１８年度策

定した体力向上プログラム

を基に、具体的な取組を実

践し、成果を全小中学校に

発表する。 

・全ての中野区立小・中学校

において体力向上プログラ

ムを策定する。 

●食育の推進 
・栄養業務委託校を対象に栄養業務連絡会を３回開催（６月･７月･９月） 

・平成１９年度第 1 回学校給食運営委員会を開催し、夏季休業等における親子等での食事づくりの実践などの働きか

け（６月） 

・「児童生徒向け食事バランスガイド」・「一日の食品摂取量」・「食育リーフレット」等食育推進グッズを当

分野手作りで各校に配布（７月） 

・各校における長期休業中親子等料理講習会開催に関する調査の実施（９月） 
小学校１２校１７回、中学校１校１回 

・体力向上プログラム研修会を開催し、全校の主幹・体力向上プログラム担当者に体力向上プログラムへの食育の位置付け

について、直接説明（９月）。 

 

・小中学校ＰＴＡ連合会への

食育支援 

・中野区食育推進計画公表

後、小中学校における食育

推進について再検討 

Ⅶ生涯スポーツ

の環境整備 

[生涯学習分野]

 

●生涯スポーツの環境整備 
・小学校跡施設活用を想定した事業「健康スポーツ教室(体育指導委員と共同)」実施 

春（５～７月・９回・３０７人参加）秋（９月～継続中） 

・「（仮称）すこやか福祉センターの設置と仲町小学校跡施設活用整備の基本的な考え方」において、 

地域スポーツクラブ機能について区民意見聴取に向けた概要を提示 

・仲町小学校跡施設活用整備について、区民意見交換会（８月・２回）、体育協会等関係団体との意見交換会 

（４月～９月・７回）実施 

  

・「健康スポーツ教室」実施 

・「中野区のスポーツ振興と

地域スポーツクラブのあり

方」の検討、策定 

・仲町小学校跡施設活用整備

における地域スポーツクラ

ブ機能についての検討 
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Ⅷ文化芸術の 

創造・発信 

[生涯学習分野]

 

●文化芸術活動の支援 

・文化芸術振興に関する基本的方向について、調査・研究 

・中野区の文化芸術振興に関

する基本的な考え方につい

ての検討 

●中野区ゆかりの作家・文化人などに関する文化資料の収蔵･展示 
・著作者情報の整理及び収集の充実（通年） 

・配架リニューアル案を決定、受託者指示および見出板充実に着手 

・中央館展示の企画案を決定、対象著作者承諾および内容調整開始 

・地域館展示案と、試行２館を決定（本町、江古田）  

・著作者情報の整理及び収集

の充実（通年） 

・中央館及び地域館（試行２

館）での展示実施 

・地域館展示実施要領（マニュ

アル）の策定 

・配架リニューアル完了 

・区民との協働による、ゆか

りの作家・文化人にまつわ

る講座の検討 

Ⅸ教員の人材 

育成 

[学校教育分野]

●教育マイスター制度の導入 
○平成１９年度７月末…平成１８年度教育マイスター未修了者３名が受講完了、追加認定 

○５月…平成１９年度教育マイスター候補者として５名を任命 

○平成１９年度教育マイスター候補者の研修会の実施中 
国語１回／５、算数１回／５、数学１回／５、音楽２回／５、理科１回／５ 

○マイスターとして認定された８名を講師とした、各種研修会の実施 

・マイスターを講師とした研修

会の実施 

・教育マイスターによる長期

授業公開講座の実施 

・平成１９年度教育マイスタ

ーの認定 

 

●私学等との教員交流の推進 
  ○東大附属との交流 

・東大附属との交流を推進するため、小学校長会・中学校長会に推進の方向性を説明 

・第１ブロック小学校長会に、東大附属の副校長が参加し、東大附属の特徴を説明 

・4月から、特別支援教育コーディネーター連絡協議会に東大附属が参加 

・5/10、7/ 5…東大附属の研究授業に区立学校教員、教育委員会事務局参加 

・交流内容・方法等について

の私学等との調整 

 

●将来の教員の人材育成 
○学校スタッフの配置 

・小学校３校、中学校７校 

○目白大学学生の観察実習の実施 

・小学校６校で１８名が実施 

○目白大学大学院生による臨床実習の実施 

・小学校３校、中学校２校 

・目白大学学生の観察実習の

実施（小学校） 
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Ⅹ学校環境の 

整備 

[教育経営分野]

[学校教育分野]

 

●バリアフリー化の推進 
・統合新校の改修工事に併せてバリアフリー化工事を実施（正面玄関等） 

◇対象校：桃園第三小学校、第一中学校、第十一中学校 

・実施後の適正な運用 

●校庭の芝生化（武蔵台小学校） 
・芝生化工事（５～６月）、養生期間（7月～）  

・維持管理組織「武蔵台小校庭の芝生を育てる会」を発足（７月） 

２回目の会にて「芝生の利用のきまり」等を決定（８月） 

・芝生開き（8月） 

  

・校庭芝生の適正な維持管理

を実施 

・平成２０年度芝生化予定校

の選定 

●教育情報環境の整備 
・「中野区立学校校内ＬＡＮ構築支援業務」委託（7月） 

・構築支援による「中野区立学校セキュリティポリシー(案)」及び「校内ＬＡＮ導入仕様書(案)」の決定 

（９月） 

・区立学校セキュリティポリ
シーの決定・施行 

・校内ＬＡＮの導入・運用 

●学校安全対策の充実 

（学校教育） 

 ・各小学校において地域住民、保護者と連携した登下校時の安全対策の実施 

・各小中学校においてセーフティ教室の実施 

  （小学校 21 校 23 回、中学校 7校 7回） 

（教育経営） 

 ・校内緊急通報システムの適切な運用 

・防犯カメラ・正門等施錠システムの運用開始（４月～） 

・侵入者の防止など学校の安

全性を高める方策の検討・

実施 

・家庭・地域・学校を含めた

総合的な安全対策の推進 

・校内緊急通報システム及び

防犯カメラ・正門等施錠シ

ステムの適切な運用 

 


