
地域とともに！青少対第八地区わんぱく相撲大会

　６月 12 日（日）、日新小学校にて『青少年対策第八地区委員会わんぱく相撲大会』が開催されました。
今回で 34 年目を迎える同大会は、毎年６月頃に住吉小、四谷小、日新小の持ち回りで開催され、多い年に

は 200 人以上の児童が参加しています。また、過去の参加者には大
相撲の力士※も輩出しています。　　

※　若兔馬（わかとば）・・・1993 年から 2007 年まで活躍。最高位は十両。

　開催にあたって、青少年対策第八地区委員会、各学校のＰＴＡと
先生方、そして地域の方々とで、土俵の維持管理から相撲の行司、
当日振舞うちゃんこ鍋に至るまですべて準備されていて、地域の団
結力の高さがうかがえました。

　当日は、児童の真剣なまなざしや悔し涙、は
じける笑顔、そして保護者の大声援など、感動
的な場面に多く出会え、終了後には、塩味と味
噌味のちゃんこを皆でおいしそうに頬ばる様子
も印象的でした。
　学校の授業でも相撲の練習を取り入れており、
わんぱく相撲大会の今後ますますの盛り上がり
も期待されます。
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学ぶよろこびのある教育環境を目指して
ー　特別支援教育を推進します　－

学ぶよろこびのある教育環境を目指して
ー　特別支援教育を推進します　－

　すべての子どもたちに、学ぶよろこびを味あわせたい！生き生きと学ばせたい！
　これは、保護者の皆様をはじめ、学校の教職員、教育関係者等、子どもたちを支える大人たちの願いであり、
目標です。特別支援教育の推進は、この願いを実現していくための取組です。
　府中市教育委員会及び市立学校では、「学ぶよろこびの味わえる授業」「生き生きと学べる学校」の実現
のために次の取組を通して特別支援教育を推進していきます。

●取組１　学びやすい授業づくり

●取組３　子どもにあった配慮の実施や、子どもにあった学び方で学べる機会づくり

●取組２　学びやすい環境づくり

　子どもにとって学びやすく、分かりやすい授
業づくりに向けて、次の視点を大切にします。

視覚化　　図や写真の提示、動作化など、視覚
　　　　的に捉えられるように工夫します。

共有化　　意見を交換し合う場を設定し、ペア
　　　　やグループで学習する機会を設定する
　　　　などして、子ども同士で学び合い、授
　　　　業に参加できるようにします。

焦点化　　子どもたちが学習する目標である
　　　　“ねらい” や学習の流れを視覚的にも提
　　　　示することで、学習の見通しがもてる
　　　　ようにします。
　　　　　　　　　　また、学習の振り返りの
　　　　　　　　　場面を設定し、子ども自身
　　　　　　　　　が学習活動を通して何がで
　　　　　　　　　きるようになったのか、ま
　　　　　　　　　た、できていないのかを明
　　　　　　　　　確にできるようにします。

　子どもたちは、一人ひとり得意なこと、苦手なことにちがいがあります。発達の多様性を踏まえて、
より子どもにあった配慮の実施や、子どもにあった学び方で学べる機会づくりに向けて、次の視点を大
切にします。

合理的配慮の実施　　子どものニーズに応じた配慮を実施することで、授業内容が分かり、学習活動に
　　　　　　　　　参加している実感・達成感を味わうことができるようにします。
　　　＜実施例＞
　　　　・子どもの座席位置を工夫する。　　　　　・支援員による移動の介助をする。
　　　　・車いす用の机、拡大鏡を整備する。　　　・学習量を子どもに合わせて調整する。
　　　　・急な予定の変更等の際には、視覚的に理解できるようにする。
　　　　・心理やことばの専門家等を活用し、支援体制を構築する。

巡回指導の実施　　市立小学校へ「特別支援教室」を設置することで、コミュニーションスキルやソー
　　　　　　　　シャルスキル等の特別な指導を必要とする子どもへの指導を校内で受けることができ
　　　　　　　　るようにします。　　　　　　　　　　　　☞ 詳細は右のページをご覧ください。

　子どもが落ち着いて学び、生活できる環境づ
くりに向けて、次の視点を大切にします。

　　　　　子どもが授業に集中できるよう、教
　　　　室前面の掲示物等を整理し、視覚的な
　　　　刺激を軽減します。また椅子の脚をテ
　　　　ニスボールで覆うなどして、聴覚的な
　　　　刺激を軽減します。
　
時間の視覚化
　活動のおおよそ
の時間を視覚化し、
見通しがもてるよ
うにします。

心理相談員、言語聴覚士等専門家による助言
　子どもたちが学びやすい環境づくりや支援方
法について、心理やことば・きこえ、コミュニ
ケーションの専門家による学校・保護者への助
言を実施します。

刺激量
の調整

【問合せ】　●特別支援教育の推進に関する相談について　教育センター特別支援教育担当（333・0854）

　　　　　●教育内容・方法について　　　　　　　　　特別支援教育担当指導主事　　 （335・4063）
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☞平成 29･30 年度から特別支援教室による巡回指導を始めます！
　現在、市立小学校に在籍している発達障害（高機能自閉症、アスペルガー
症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害等）などの特別な指導が必要な子
どもたちは、在籍学級の一部の授業時間を抜けて、市内の５校に設置され

ている「情緒障害等通級指導学級」でソーシャルスキルなどの特別な指導が受けられるようになっています。
　この通級による特別な指導を、子どもが在籍している校内で受けられるように、平成 29 年度には一小、
三小、五小、矢崎小で特別支援教室によるモデル巡回指導を開始し、平成 30 年度からすべての市立小学校
に特別支援教室を設置し、専任の教員が巡回指導を開始していく予定です。

平成 29年度からの設置予定一覧　※現時点での予定です。

指導開始年度

平成 29 年度

平成 30 年度

拠点校

府中第三小

府中第八小

府中第九小

住吉小

南白糸台小

巡　回　校

府中第一小、府中第五小、矢崎小

府中第二小、府中第四小、若松小

府中第六小、府中第七小、武蔵台小、新町小、本宿小

四谷小、南町小、日新小

府中第十小、白糸台小、小柳小

【特別支援教室による巡回指導で期待される効果】
すべての市立小学校に特別支援教室を設置することで

○　指導者が巡回する形態をとることで、児童は在籍校で特別な指導を受けられるようになるため、

　　通室や保護者の送迎等の負担を軽減できる。

○　在籍校で指導を受けられるようになるため、在籍学級を空ける時間が少なくなり、在籍学級の

　　授業をより多く受けることができる。

○　在籍学級担任と巡回指導教員の連携が密に行えるようになるため、より児童に対して充実した

　　指導が、在籍学級で実施できるようになる。

通級指導学級設置校に児童が通級し、指導を受ける。

今後の特別支援教室体制

他校通級における主な課題

現在の通級指導学級体制

・他校での指導のため、在籍学級担任と通級指導学級の担当教員の緊密な連携が図りにくい。
・他校との移動中は、在籍学級での授業が受けられない。
・保護者の送迎が必要である。

すべての市立小学校に特別な指導を行う教室を設置し、教員が
巡回して指導する。

特別支援教室とは？

通級指導学級設置校

巡回指導の拠点校

在籍校 【通級】

【巡回】各小学校

在籍校【通級】

【巡回】 各小学校
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給食展・大試食会 ～ 見て・食べて・知ろう 府中の給食 ～
　市民の方や保護者の皆さんに、試食などを通して食への興味や関心を深め、学校給食を理解していただく
機会として、「給食展・大試食会」を開催します。
▽日　時　平成 28年 10月 22日（土）
　　　　　午前 10時 ～ 午後３時
▽会　場　第一・第二学校給食センター

特別教室にエアコンを設置しました
　児童・生徒の快適な学習環境を確保するため、
今夏、小・中学校の特別教室にエアコンを設置し
ました。
　夏は涼しく、冬は温かい環境で授業を受けるこ
とができます。

エアコン使用の基本的な考え方

■大試食会

　子ども達に人気のあるメニューを中心に、1,300 食
分をご用意しました。試食券は１食 200 円で、前売り
券 800 食、当日券 500 食、お一人様２枚まで購入できます。
【前売り券の販売】
　▽日時　平成 28年 10月 15日（土）
　　　　　午前９時 30分～ 11時 30分（販売完了次第終了）
　▽場所　府中市役所１階市民談話室
【当日券の販売】
　▽日時　平成 28年 10月 22日（土）午前 10時～販売完了次第終了
　▽場所　第一給食センター東側販売所
【試食時間】　第１回　午前 11時 ～ 11 時 30 分　　　　前売り券：170 食　当日券：110 食

　第２回　午前 11時 35分 ～ 午後０時５分　前売り券：170 食　当日券：110 食
　第３回　午後０時 10分 ～ ０時 40分　　　前売り券：170 食　当日券：110 食
　第４回　午後０時 45分 ～ １時 15分　　　前売り券：150 食　当日券：90食
　第５回　午後１時 20分 ～ １時 50分　　　前売り券：140 食　当日券：80食

　※前売り券と当日券の試食会場は異なる場合があります。また、試食券の購入後の返金はできません。

■展示ゾーン　　▽調理器具の展示　　▽栄養士による体験コーナー　

　　　　　　　　▽地場産野菜や食材納入業者による食品の販売

運転期間

設定温度

運転基準

冷　房　６月１日から９月 30日まで
暖　房　12月１日から３月 31日まで

冷　房　室内温度 28℃
暖　房　室内温度 19℃
職員室の温度計が 28℃を上回った
（冬季は 19℃を下回った）状態を原
則とし、状況により校長が判断する。

＊－　当日の献立　－＊
揚げパン　牛乳

ホワイトシチュー

野菜ナムル

みかん
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夏休みに先生は「勉強」しています！夏休みに先生は「勉強」しています！
　東京都教育委員会は、教員が身に付けるべき基本的な力を「学習指導力」「生活指導力・進路指導力」「外
部との連携・折衝力」「学校運営・組織貢献力」の４つに分類・整理しています。
　府中市教育委員会では、市立学校の教員の力量向上のために、様々な教員研修を実施しています。教員は、
夏季休業中、市教育委員会が主催する研修やその他様々な研修会に参加し、授業実践力や教員としての指
導力向上に努めています。

　府中市独自の研修として、株式会社すかいらーくの協力の下、若手教員（２年次）の悉皆研修（全員が
受講する研修）として実施しました。（教員採用以前に民間企業等の経験がある教員は免除しています。）
　接客業のノウハウを学ぶことを通して、若手教員のコミュニケーション能力を高めるとともに、周囲の
状況に気を配ることや、すすんで行動することの大切さを学びます。

平成２８年度の夏休み中に実施した教員研修（市教育委員会主催）

▽対　象
　市立小中学校の２年次教員
▽実施期間
　前期　７月 29日 ( 金 ) ～８月３日 ( 水 )
　後期　８月４日 ( 木 ) ～８月９日（水）
▽研修先
　株式会社すかいらーく傘下の店舗
▽研修内容
　１日目 集合研修
　　（オリエンテーション、仕事の役割と責任、
　　接客の基礎、ホスピタリティなどを学ぶ）
　２日目以降　店舗での研修

○ホスピタリティ（相手に対する主体的な思いやり）

　や身だしなみ、挨拶等の大切さについて学ぶこと

　ができた。この経験を学校でも生かしていきたい。

○積極的にコミュニケーションをとると、チームワ

　ークの向上に繋がることが分かった。

○安全管理では、事故の未然防止のために様々な声

　掛けを実施していたので、学校でも適切な声掛け

　をしていきたい。

受講者の声

社会体験研修

月 火 水 木 金

7 ／ 18

海の日

25

8 ／ 1

8

15

22

29

19

26

2

9

16

23

30

20

一学期終業式 副校長研修会

福祉体験研修会

五市合同研修会

学校マネジメント講座

社会体験研修

社会体験研修

英語推進リーダー研修

特別支援教育研修会

福祉体験研修会

食育研修会

社会体験研修

10 年経験者研修会

学校マネジメント講座

道徳教育推進教師研修会

生活指導力向上研修会

福祉体験研修

英語推進リーダー研修

社会体験研修

若手教員（1 年次）宿泊研修

校長研修会

若手教員（1 年次）研修会

社会体験研修

若手教員（1 年次）宿泊研修

社会体験研修

10 年経験者研修会

学校経営キャリアアップ

研修会

情報教育研修会

小学校外国語活動研修会

社会体験研修

若手教員（1 年次）宿泊研修

社会体験研修

英語推進リーダー研修

10 年経験者研修会

ＯＪＴ研修会

英語推進リーダー研修

27

3

10

17

24

31

21

28

4

8 ／ 11

山の日

18

25

22

29

5

12

19

26

　教員は、ここに記載した市教育委員会主催の研修の

ほかにも、東京都教育委員会が主催する研修など様々

な研修会に参加しています。
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文化スポーツ部からのご案内文化スポーツ部からのご案内
文化スポーツ部では、さまざまな

催しを開催しています。

今回は 11 月までの予定をお知ら

せします。ぜひご参加ください。

美術館の企画展　ぜひご来館ください！

美術館　公開制作

第５９回
  府中市民体育大会秋季大会
　10月２日（日）から 11月 13日（日）まで、　
府中市民体育大会秋季大会を開催いたします。
　市内各地の会場で、陸上競技や軟式野球など
27競技で熱戦が繰り広げられます。
　この機会に、迫力ある試合を間近で応援して
ください。来年の出場もお待ちしています。
【問合せ】　生涯学習スポーツ課（335・4499）

生誕130年記念  藤田嗣治展  －東と西を結ぶ絵画－
ふじた つぐはる

　藤田嗣治（1886‒1968）は 26歳でパリへ渡り、日本的な表現と
西洋の伝統を見事に融合した作品によって、一躍時代の寵児となり
ました。
　通常よりも会場規模を拡大して、大作を含む約 110 点で藤田の
芸術の全貌をご覧いただきます。
▽会　期　10月１日 ( 土 ) ～ 12 月 11日 ( 日 )　
　　　　　休館日：月曜日（10月 10日を除く）
▽時　間　午前 10時から午後５時（入場は午後４時半まで）
▽観覧料　一般 1,000 円（800 円）、高校生・大学生 500 円（400 円）、
　　　　　小中学生 200 円（160 円）／ ( ) 内は 20名以上の団体、
　　　　　前売料金／未就学児、障害者手帳等をお持ちの方は無料
　　　　　／市内の小中学生は「学びのパスポート」をご利用くだ
　　　　　さい。
 【問合せ】　府中市美術館（336・3371）

「猫を抱く少女」1949 年　個人蔵 © Foundation Foujita / ADAGP, Paris ＆ JASPAR, Tokyo, 2016 E2266

　公開制作は、府中市美術館の教育普及の柱の一つ

として、現代美術の魅力を伝える、特色ある事業です。

専用の公開制作室で、年間を通して第一線で活躍す

るアーティストを招き、創作のプロセスやテクニッ

クを無料で公開しています。

　市民とのふれあいを重視し、アーティストによる

ワークショップやトークなど関連イベントも充実し

ています。また、地域社会との関係を活かしたプロ

ジェクトを行うこともあります。

　過去の名作とともに、いま生きている本物のアー

ティストに出会いに来てください。

　　　　　　　　　【問合せ】美術館（336・3371）△昨年７～ 11月　パルコキノシタ氏による公開制作の様子

府中市平和都市宣言３０周年記念事業
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図書館から　　－小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊－

　テーマにそって、図書館職員がおすすめしたい本を６～７冊紹介するイベ
ント「小学生のためのブックトーク よむよむ探検隊」を開催しています。
　読書が好きな子どもはもちろん、何を読めばいいのかわからない、ちょっと
読書は苦手だな、という子どもたちにも楽しんでいただけるよう、いろいろな
ジャンルの本を工夫して紹介します。
　参加者には、当日紹介した本のリストが入った『よむよむ探検隊員手帳』をプレゼントし、参加す
るごとに毎回手帳にスタンプを押していきます。たくさんのご参加お待ちしています。

＜平成 28 年度開催日程＞
10 月９日 ( 日 )「不思議がいっぱい！」
　　　　　 　※「市民文化の日」コラボレーション企画
11 月 19 日 ( 土 )「いろいろな石のひみつ」
12 月 10 日 ( 土 )「あんな色、こんな色」
▽時　間　いずれも午後３時から３時４５分
▽会　場　中央図書館３階「おはなしのへや」
▽対　象　小学４・５・６年生
▽申込み　不要。当日直接会場へ。
　　　　　【問合せ】中央図書館（362・8647）

府中市平和都市宣言 30周年記念事業　市民文化の日
　10 月の第２日曜日は「市民文化の日」です。市内の９つの文化施設等において無料のコンサート
や体験、スタンプラリー、アートマーケットなど様々なイベントを開催します。
　文化・芸術の豊かさや安らぎの時間をお楽しみください。申込等詳細は市内に設置のパンフレット、
または９月 21日号広報ふちゅうをご覧ください。

▽日　時　　平成 28年 10月９日（日）
▽会　場　　府中の森芸術劇場、府中グリーンプラザ、ルミエール府中（市民会館・中央図書館）、
　　　　　　ふるさと府中歴史館、武蔵府中熊野神社古墳展示館、郷土の森博物館、生涯学習セン
　　　　　　ター、美術館
▽費　用　　観覧無料（一部参加有料あり）　　【問合せ】文化振興課（335・4464）

府中の森芸術劇場オープンシアター武蔵府中熊野神社古墳まつり
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■　平成 28年度「府中の教育を語る会」を実施します
　東京都では 11 月の第一土曜日を「東京都教育の日」と定め、都民の教育の関心を高め、教育に関する取
組みを都民全体で推進し、その充実と発展を図ることとしています。
　府中市においても、市民の教育に対する関心を高め、子供たちの教育について保護者、地域、学校、教
育委員会で共に考える機会として「府中の教育を語る会」を実施します。
▽日　時　平成 28年 11月５日（土）午後２時から４時 30分まで
▽会　場　生涯学習センター講堂　
▽内　容　「ソーシャルネットワークの発達と向き合う　～今、私たちがなすべきこと～」
▽対象者　市内小・中学校教員、保護者、児童・生徒、地域関係者等

【問合せ】指導室（335・4063）

ＴＯＰＩＣ（最近の話題から）

　いま府中市では、半世紀ぶりとなる新しい「府中市史」の編

さんに取り組んでいます。

　過去にどんなことがあったのか、住んでいた人々がどんな暮

らしをしていたのか、どのようにして現在のまちになってきた

のかなどを、さまざまな視点から調べて検証し、それを歴史書

としてまとめていきます。そこで、このたびの府中市史の編さ

ん事業では、最初に原始古代、中世、近世、近現代、民俗、自

然の 6 分野による専門部会を設けて調査活動を進めることにし

ました。

　現在、部会に所属する専門家や学芸員が、発掘調査さ

れた遺跡や遺物の分析、大切に保存されてきた古文書や

古記録の解読、市民からの聞き取り、気象の観測など、

分野ごとの学術的な調査方法を使って専門部会ごとに資

料と情報を集めている最中ですが、この基礎資料の蓄積・

整理・分析という地道な作業が、最終的に正確でわかり

やすい歴史書を完成させるうえで重要なものとなります。

　 　新しい市史の編さんは平成 36 年まで続く長期的

な事業ですが、市民に自分たちの住んでいるまちの

生い立ちを知って理解を深め、郷土としての魅力を

感じていただくとともに、皆さんがまちの未来を考

えるのにも役立てていただけるような刊行物を制作

して、お届けしていきたいと考えています。　

【問合せ】ふるさと文化財課

　　　　　市史編さん担当（335・4376）

新 「府中市史」

編さん①

特集していきます！
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