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平成２０（２００８）年４月１８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年度下半期の実績）について 

プロジェクト 

［担当分野］ 
平 成 1 ９ 年 度 下 半 期 の 実 績 

２０年度上半期の 

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 
・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」報告書の完成 
・合同研究「就学前教育」毎月 1回開催 

 

・平成１９年度の調査報告会

を開催 

・平成２０年度の調査内容の

検討 

●幼児教育から義務教育への円滑な接続 
 ・合同研究あり方検討会（世話役会）の開催（１１月、１月） 

・合同研究（固定メンバー型）の実施・・・テーマ「就学前教育について」毎月 1回 計６回開催 

・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 

 

 

●区立幼稚園の幼児総合施設への転換 

・「私立認定こども園開設・運営者を対象とした区立幼稚園の土地・建物等の賃借利用者募集要項」により運営

事業者の募集開始（10 月） 
・運営事業者の決定、当該区立幼稚園保護者向け説明会実施（3月） 

・区立幼稚園舎の維持管理並びに認定こども園への転換に向けた工事の設計委託費を補正、財産管理分野へ執行

委任（12 月） 

 

 

・区立幼稚園から転換する認

定こども園運営事業者との

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改修工

事（第１期） 

・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、学校への情報提供 

○コミュニケーション能力の育
成にかかる基礎研究、資料の
各学校への情報提供 

○コミュニケーション能力育成

に関する各校・園における研

究の充実 

○「書く力」育成のための指

導法と教材の開発 

●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（前期未実施の全校（６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」の活用した環

境学習プログラムの研究 

○職場体験： 

・体験先リストの配付 

・中学校職場体験の対象学年

の拡大 

○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（３回） 

   ・学校指定品等意見取りまとめ、校歌・校章・校旗制定 

○第六中学校・第十一中学校統合委員会の運営（２回） 

  ・校歌・校章・校旗制定 

（21 年度統合） 

○中野昭和小学校･東中野小学校統合委員会の運営（４回） 

  ・校名について意見を取りまとめ教育委員会へ報告 

○第一中学校･中野富士見中学校統合委員会の運営（３回） 

  ・標準服検討部会設置(４回開催)校名について意見を取りまとめ教育委員会へ報告、標準服作成事業者の選定、標準服見本展示実施、 
標準服形式の選定 

（23 年度統合） 

 ○野方小学校･沼袋小学校統合委員会の運営（４回） 

  ・｢野方小学校・沼袋小学校統合新校校舎改築についての考え方｣を取りまとめ教育委員会へ報告 

  ・統合新校校舎改築についての学習会(10 月 12 日)、豊島区立南池袋小学校見学会(11 月 9 日)を実施  

 

 

○学校統合委員会による検討 

（３委員会） 

○「中野区立小中学校再編計

画」の改定 
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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 

・小学校校長会及び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 

・夏季休業日等を活用した保護者面談等の実施（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 

・学期及び長期休業日の設定について教育委員会協議、区立学校の管理運営に関する規則の一部改正 

･２学期制啓発リーフレットの作成 

 

 

 

・小中学校全校実施 

・２学期制を有効に活用した

教育活動の実施、検証 

 

 

●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）」 

○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 

○教育マイスター研修で算数・数学、音楽等で小中合同研修実施 

・小中連携教育・一貫教育推進地域の視察 

 

 

 

・連携教育調査研究会報告書の 

作成 

・小学校教育研究会と中学校

教育研究会の年間をとおし

た合同研修の実施による互

いの指導法、教育課程等の

検討 

・教育マイスターによる小中

学校合同研修の実施 

 

 

 

●学校支援ボランティア（スクールサポーター制度）の創設 
・10 月～11 月検討委員会開催（２回）し、制度内容を協議・検討し、検討結果報告を行った。 

・1月～3月事業実施案について事務局内調整 

 

 

 

○学校支援ボランティア制度

の創設 

・学校・区民への制度の周知 

○ボランティアの募集 

・ボランティアの募集開始 

・ボランティアの登録 
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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（１０～３月） 

・中学校特別支援学級(知的障害)整備予定校の決定及び準備委員会開催（２回） 

・関係部との連携による移行支援の実施 

 

・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)整備工事の実施 

 

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 
○試行校が報告会を実施し、体力向上プログラムに基づいた実践を全小中学校に発表した。（1/25）      

○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：前期からの累計９５回） 

○体力向上プログラムガイドラインを作成し、各小中学校に周知した。 

・学校ごとに体力調査の実施、

プログラムの改善 

・各学校がプログラムの実施 

・学校へ指導員の派遣 

・教材教具の拡充 

・保護者、区民を対象とした

体力向上に向けた取り組み

の説明会開催 

 

●食育の推進 
〇栄養業務委託校を対象に栄養業務連絡会を 5回開催（10 月 11 月 12 月 1 月 2 月）し、指導用資料を作成した。 

〇小学校ＰＴＡ連合会主催食育講演会に講師として食育支援（１１月） 

〇教育委員会ホームページに手作り「児童生徒向け食事バランスガイド」・「児童生徒の一日の食事例」を掲載

した。 

〇各校における下半期長期休業中親子等料理講習会開催に関する調査の実施（３月） 

小学校５校６回、中学校０校 

○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 
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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 
・小学校跡施設利用を想定した事業「健康スポーツ教室(体育指導委員と共同)」実施。 

秋（9月～12 月、10 回実施、202 人参加） 

・「中野区の地域スポーツクラブ構想（素案）」に関する関係団体、区民への意見募集（各体育団体、及び教育

委員会ホームページ掲載） 

・先行自治体の地域スポーツクラブ視察（調和ＳＨＣ倶楽部・調布市）（3月） 

・「中野区の地域スポーツクラブ構想」策定（3月） 

 

 

 

・地域スポーツクラブ設立

準備 

・地域スポーツクラブ設立の

ための施設整備（基本・実

施設計） 

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 
・桃丘小跡施設活用に関するＰＴへの参加（産業振興分野、計 6回開催） 

・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検討 

 

 

・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、まとめ 

 

 

 

●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 

・中央館企画展示「現代日本の建築家 伊東豊雄と長谷川逸子」10/27～11/29 

・地域館企画展示（本町、江古田）を実施  本町「画家・風間完の世界」1/26～2/28 

                     江古田「江戸に魅せられて～石川英輔～」12/1～1/24 

 

 

 

・著作者情報の整理及び収集

の充実（通年） 

・中央館及び７地域館での展

示の企画と実施 

・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 
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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 

○平成１９年度教育マイスター候補者の研修会の実施、５名が研修終了 

○平成１８年度に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 

・教育マイスター研修の実施

及び認定（累計２０名） 

 

●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 

・10/25…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 

・東京大学教育学部教授が区立中学校で講演 
 

・情報提供、合同研修等、教

員交流の継続・拡大 

 

 

 

 

●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 

 ○目白大学と観察実習にかかわる協定の締結 

○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 

 

 

 

 

 

・学校スタッフの配置（１０

名） 

・大学との連携による学生の

観察実習の受け入れ（小学

校全校） 
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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 

 

 

・改修工事の実施 

（啓明小・大和小・第二中） 

●校庭の芝生化（武蔵台小学校） 

・（１０月）冬芝にオーバーシードを実施 

・２０年度実施校を選定（小学校４校） 

・（２～３月）２０年度実施校で説明会を開催するとともに、ＰＴＡや利用団体への説明・意見交換会を実施 

・芝生化実施（小学校４校） 

・平成２１年度芝生化予定校

の選定 

・既実施校での芝生の適正な

維持管理 

 

 

●教育情報環境の整備 
・（１０月）「中野区立学校セキュリティポリシー」決定 

・（３月）「職員室ＬＡＮ」運用開始 

・（３月）「校内ＬＡＮ」運用開始（桃花小・緑野中） 

 

・全区立小・中学校で校内 

ＬＡＮ配線工事実施 

 

●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 9校 9回、中学校 8校 8回） 

 

（教育経営） 

 ・校内緊急通報システムは問題なく適切な運用が行われている。 

・防犯カメラ・正門等施錠システムについても適正な運用が図られている。 

・防犯カメラ・正門等施錠システム設置工事による補償期間（１年）が切れるため、全校設備について確認を行った。 

調整等必要なものについては対応を図った。 

 

・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 

 


