
さらなる安全のために！通学路に防犯カメラを設置しましたさらなる安全のために！通学路に防犯カメラを設置しました

　日々の児童の登下校が、多くの方に見守られていることを、ご存知ですか？
　ＰＴＡの方々をはじめ、自治会や老人クラブ、青少年対策地区委員会、防犯協会、地域安全団体、放課
後見守りボランティアといったたくさんの方々が子どもたちを見守っています。
　朝の登校時間や、下校が始まる 14時半ごろ、けやきッズや学童クラブが終わる 17時ごろなどを中心に、
校門前であいさつをする、帰る児童に付き添う、交差点や歩道橋などの交通安全を確保する必要がある場
所を見守るなど、様々な方法で活動しています。

　こうした見守り活動をサポートし、児童のさらなる
安心・安全を確保するため、本市では、昨年 10 月か
ら本年２月にかけて、市立小学校全 22 校の通学路に
防犯カメラ 110 台を設置しました。
　そして２月７日（火）、中央文化センターにて「通
学路防犯カメラ稼動式典」を開催しました。

　式典には、来賓含め約 100 名の方々が出席し、見
守り活動の様子や、活動している方へのインタビュー
の様子を放映し、多くの方に見守り活動の現状を知っ
てもらうことができました。
　こうした活動とともに、今後、防犯カメラが加わる
ことで、児童のさらなる安心・安全が期待されます。
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災害時の備蓄食糧
ライスクッキーを導入しました

災害時の備蓄食糧
ライスクッキーを導入しました

　震度５弱以上の地震が発生した場合、児童・生徒
の皆さんは保護者の迎えがあるまで原則として学校
に留置きとなり、また、給食も配送できないおそれ
があります。
　このような状況が起きたときの対策として、すで
に１人あたり１食分のアルファ米を各校に保管して
いますが、交通機関の大規模な運行停止等が発生し
た場合、留置きは発災日深夜、又はそれ以上に及ぶ
可能性があります。
　こうした状況にも対応できるよう、このたび１人
あたり３食分のライスクッキーを、新たに導入する
こととしました。
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○今回導入したのは１箱（１食）12 枚入りの受

　注生産品です。１箱あたりの熱量は、415 キ

　ロカロリーあります。

○国産の米粉、ココナッツピューレ等を使用し、

　27 品目の食物アレルギーに対応しています。

○５年間保存可能です。

※これらの 27品目は使用していません。

　発災当日は混乱が多岐にわたることが考えら

れます。このため、次の理由からライスクッキー

を導入することにしました。

○調理を要さず、すぐに食べられること。（アル

　ファ米は、水でもどすと食べられるまでに１

　時間程度かかります。）

○27 品目の食物アレルギーに対応しているた

　め、食物アレルギーの有無にかかわらず手早

　く配布できること。

どうしてライスクッキーなの？ ライスクッキーはどんなもの？

　教育委員会では、今後も備蓄品の拡充に努めてまいりますが、大規模な災害はいつ起こるかわかりません
ので、ご家庭でも食糧等の備蓄をお願いします。　　　　　　　　　　　【問合せ】総務課（335・4428）

▲ 導入したライスクッキー（写真は市販の８枚入り）
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新しい委員が就任しました新しい委員が就任しました
昨年10月より、２名の委員が就任しました

那須 雅美　委員
　私は以前、ＰＴＡ活動や
スクール・コミュニティ協
議会、青少対などを通じて
学校教育に関わっていまし
た。教育委員として活動を
始めてみると、教育業界な
らではとも思える慣習に、
正直戸惑うこともありま
す。
　しかし一方では、文化やスポーツなどの社
会教育の場面で、子どもたちに限らず多くの
市民の方々が参加されているということに、
嬉しい驚きを覚えました。教育の専門家では
ありませんが、学校の教育現場や社会教育の
現状に触れながら、保護者としてまた地域の
一人の大人として感じてきたことを大切にし
つつ、府中の教育のために微力ながら尽力し
ていきたいと思います。

松田 努　委員
　私は府中市を拠点とする
ラグビーチーム「東芝ブレ
イブルーパス」で、20 年
間選手としてラグビーをし
てまいりました。
　現役引退後もラグビー
ワールドカップ 2019 の
アンバサダーや、中学生・
小学生の指導などでラグビーに携わっていま
す。
　教育・文化・スポーツを通して品位・情熱・
結束・規律・尊重などを多くの子供たちが体
感し成長していけるような教育が展開するこ
とができるように尽力してまいります。

第 22 号議案　　企画展「生誕 130 周年記念　藤田嗣治展　－東と西を結ぶ絵画－」の前売観覧券の
  　観覧料について
第 23 号議案　　臨時代理による処理の承認を求めることについて
  　（平成 28 年度学校薬剤師の変更について）
第 24 号議案　　平成 27 年度における府中市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の
  　点検及び評価に係る報告書について
第 25 号議案　　グラウンド管理所の見直しに係る条例の改正の申出について
第 26 号議案　　府中市教育委員会事務局職務権限規程の一部を改正する規程
第 27 号議案　　平成 29 年度使用教科用図書の採択について
第 28 号議案　　府中市美術館運営協議会委員の委嘱について
第 29 号議案　　平成 28 年度一般会計補正予算（第２号）に対する意見の聴取について
第 30 号議案　　平成 28 年度府中市立学校給食センター運営審議会委員について
第 31 号議案　　府中市生涯学習センターにおける指定管理者候補者選定委員会規則
第 32 号議案　　府中市美術品収集選定委員会委員の委嘱について
第 33 号議案　　府中市生涯学習センターにおける指定管理者候補者選定委員会委員の委嘱について

お知らせします　平成 28年府中市教育委員会議案一覧
昨年 5月から 12 月までに審議し、可決された議案についてお知らせします。

昨年 10月より、２名の委員が就任しました

【問合せ】総務課（335・4424）

◀ スクール・コミュニティ協議会の様子
▲ ボールふれあいフェスタの様子
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平成 28年度　全国学力・学習状況調査結果の公表について平成 28年度　全国学力・学習状況調査結果の公表について
■ 趣旨
　文部科学省は「全国学力・学習状況調査」について、平
成 26 年度から市町村教育委員会が当該市町村における公
立学校全体の結果について公表することを可能といたしま
した。府中市教育委員会は、児童・生徒の学力のさらなる
向上のためには、児童・生徒の実態に基づき課題等を明ら
かにし、その上で改善のための方策を具体的に考えていく
ことが重要であると捉えております。また、改善の取組は、
学校だけが行うのではなく、家庭と一体となり地域ととも
に行うことが必要であり、市教育委員会は、学校、家庭、
地域の「学力向上」に関わる改善の方策を支援するための
施策に取り組むことが重要であると考えております。その
ためには市教育委員会及び学校が、保護者や学校関係者に
説明責任を果たさなければならないと考えております。以
上の考えから、市教育委員会は、同調査の結果を以下のと
おり公表いたします。

■ 留意事項と結果の活用について
　全国学力・学習状況調査は、幅広く児童・生徒の
学力や学習状況等を把握することなどを目的として
実施されていますが、実施教科が「国語」「算数・数学」
のみであることや、必ずしも学習指導要領全体を網
羅するものではないことなどから、本調査の結果に
ついては、児童・生徒が身に付けるべき学力の特定
の一部分であることや、学校における教育活動の一
側面にすぎないことにご留意ください。 　
　市教育委員会が公表する本調査の結果においては、
児童（生徒）質問紙調査との関連など他の情報と合
わせて総合的に結果を分析、評価することが必要で
す。また個々の設問などに着目して学習指導上の課
題を把握、分析し、児童・生徒一人一人の学習改善
や学習意欲の向上につなげることが重要です。

１．結果

２．教科に関する調査結果から読み取れること

３．学力向上を図るための学校・家庭・地域・市教育委員会の取組

※結果の詳細は、市教育委員会ホームページ（http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/）をご覧ください。

国語Ａ 平均
正答率

国語Ｂ 平均
正答率

府中市 73.2 府中市 60.4

東京都 73.8 東京都 59.8

全　国 72.9 全　国 57.8

算数Ａ 平均
正答率

算数Ｂ 平均
正答率

府中市 79.9 府中市 49.5

東京都 79.4 東京都 49.8

全　国 77.6 全　国 47.2

掲載資料の例　　小学校　平均正答率

国語Ａ 平均
正答率

国語Ｂ 平均
正答率

府中市 78.4 府中市 72.2

東京都 76.9 東京都 68.6

全　国 75.6 全　国 66.5

数学Ａ 平均
正答率

平均
正答率

数学Ｂ

府中市 66.3 48.7府中市

東京都 63.5 45.6東京都

全　国 62.2 44.1全　国

掲載資料の例　　中学校　平均正答率

教
科

国
語

算
数

小　　学　　校
府中市定着していると捉えられる事項 課題となる事項 府中市東京都 東京都全国 全国

75.6 51.2

81.9 75.8

72.9 50.4

79.5 79.5

67.4 53.2

76.5 77.1

・濁音で表記されたもの、撥音や拗音を踏ん
　で表記されたものをローマ字で書くことや
　拗音を含んでローマ字で表記されたものを
　正しく書くことに課題がある。

・末尾の位のそろっていない小数の加法や小
　数の除法（整数÷小数）を正しく計算でき
　ることに課題がある。

・書き手の表現の仕方をよりよくするために
　助言する力が身に付いている。

・正方形に円が内接するときの円の半径につ
　いて理解している。

教
科

国
語

数
学

中　　学　　校

今後の取組（課題解決に向けた学校・家庭・地域・教育委員会の役割）

府中市定着していると捉えられる事項 課題となる事項 府中市東京都 東京都全国 全国

66.5 73.3

59.3 27.1

60.0 72.4

48.5 30.5

57.7 80.2

52.3 29.8

・歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して読
　むことに課題がある

・グラフの傾きを事象に即して解釈すること
　に課題がある。

・本や文章などから必要な情報を読み取り、
　根拠を明確にして自分の考えを書く力が身
　に付いている。

・具体的な場面における数量の関係を捉え、
　比例式をつくることができる。

家　　庭学　　校 地　　域 教育委員会
〇児童・生徒が「できる」「分
　かる」と実感できる授業の工
　夫
〇問題解決型の学習の工夫
〇基礎・基本の定着の工夫
〇学習規律の確立

〇基本的生活習慣を確立させる。
〇家庭学習の環境や習慣をつく
　る。
〇学校での出来事を話題とする。
〇家庭での手伝いをさせる。

〇学校行事や道徳授業地区公開
　講座への参加
〇コミュニティ・スクールの
　取組への参画
（地域防災・伝統文化の継承・
　ボランティア活動・学校支援
　等）

〇学校における授業改善への指
　導・助言
〇義務教育９年間での目指す子
　供像の実現
〇家庭学習の一層の充実
〇学校・家庭・地域が連携した
　学力向上

【問合せ】指導室（335・4062）
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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、様々な催しを開催
しています。今回は５月までの予定をお
知らせします。ぜひご参加ください。

図書館から　　ＹＡコーナーのご案内
　「ＹＡ（ヤングアダルト）」という言葉をご存知ですか？
　ＹＡとは、主に中学生・高校生の世代を表す言葉です。図書館では、中高生が興味や関心のあるテー
マ（話題の本・スポーツ・趣味など）の本や資料をそろえた「ＹＡ（ヤングアダルト）コーナー」を
設置しています。毎年夏には、中学生のためのおすすめ本のリーフレット「BOOKS  FOR  YOU」を作
成し、図書館で本の展示を行っています。
　中央図書館のＹＡコーナーには、グループ学習や情報交換・コミュニケーションの場として活用で

きるＹＡルームがあります。ここでは、高校・大学の
学校案内（多摩地域）、おすすめのブックリストなどを
見ることもできます。
　また、コーナー各所に図書館で職場体験をした中学
生による手作りポスターやＰＯＰを掲示し、おすすめ
本を紹介しています。たくさんある図書館資料の中か
ら何を選ぶか迷った時、ここに来れば、きっと中高生
のみなさんが読みたい本に出会えると思います。
【問合せ】中央図書館（362・8647）

美術館　アートスタジオ美術館の企画展

　歌川国芳　２１世紀の絵画力 　アートスタジオは、府中市美術館のワーク

ショップ・シリーズです。美術の創作や鑑賞の

体験を通した学習プログラムとして、土曜日を

中心に開催しています。

　原則として、毎月第１土曜日は、小さな子ど

もから大人まで誰でも気軽に参加できるオープ

ンプログラムで、親子連れに人気です。また月

半ばには、そのときどきの展覧会や公開制作に

関連したプログラムを行い、多彩な切り口から

美術の世界にふれる機会を提供しています。

　そして最終土曜日は、鑑賞を通して美術の理

論を学ぶトークプログラムで、美術史や現代美

術について話し合いな

がら学習します。アー

トスタジオは、美術の

魅力をより深く体験で

きる場なのです。

【問合せ】

　美術館（336・3371）

▲アートスタジオ夏休みスペシャル「輪ゴムギターを作ろう！」

　明治時代以降、歌川国芳は必ずしも高く評価され
ませんでした。古美術然とした情緒に乏しいことも
一因かもしれません。しかし今、浮世絵ファンから
古美術に日頃関心のない人まで、多くの人たちが国
芳の作品に注目しています。そこには、現代のイラ
ストレーションやマンガを楽しむのにも似た感覚が
あるようです。
　迫力ある武者絵や味わい深い猫の絵、幅広いレパー
トリーに腕をふるった国芳の「絵画力」を、現代に
問う展覧会です。

▲歌川国芳《讃岐院眷属をして為朝をすくふ図》江戸時代後期（19世紀）　前期展示

▽日　程　　前期：３月 11日（土）から４月９日（日）、後期：４月 11日（火）から５月７日（日）
　　　　　　※前期・後期で全作品の展示替えを行います。
▽時　間　　午前 10時から午後５時（入場は午後４時半まで）
▽休館日　　月曜日（３月 20日、５月１日を除く）、３月 21日（火）
▽観覧料　　一般 700 円（560 円）、高校生・大学生 350 円（280 円）、小学生・中学生 150 円（120 円）
　　　　　　（　）内は 20名以上の団体料金／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】美術館（336・3371）
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川崎平右衛門没後 250 年記念

川崎平右衛門ゆかりのまち交流事業
　江戸時代中期、押立村（現東京都府中市押立町）で生まれた川崎 ( かわさき ) 平 ( へい ) 右衛門 ( えもん )
定孝 ( さだたか ) は、村の名主役を経て、徳川幕府八代将軍吉宗の時代に、武蔵野新田の経営をはじめ、玉
川上水や多摩川の大掛かりな治水工事に尽力しました。
　平成 29 年が、川崎平右衛門没後 250 年に当たることを記念し、川崎平右衛門が遺した事績を広く市内
外に広めるため、川崎平右衛門ゆかりの自治体に参加を呼びかけ、川崎平右衛門の事績を顕彰するとともに、
その事績を活かしたまちづくりにつなげていくことを目的とした “川崎平右衛門ゆかりのまち交流事業” と
して各種事業を展開していく予定です。

　記 念 事 業

▽日程　平成 29年５月 20日（土） ・ 21 日（日）
▽会場　府中の森芸術劇場
▽内容
①川崎平右衛門サミット・シンポジウム
　（平成の間）
　日本各地の「川崎平右衛門」ゆかりの自治体
が、川崎平右衛門の事績を顕彰するとともに、
その事績を活かしたまちづくりにつなげていく
ための場として、「川崎平右衛門サミット・シ
ンポジウム」を開催します。川崎平右衛門サ
ミットでは、川崎平右衛門ゆかりの自治体の代
表者の方々にご参列いただき、サミット共同宣
言を行い、各自治体の様々な取組をご紹介いた
だきます。
②川崎平右衛門合唱構成劇
「武蔵野の歌が聞こえる」（ふるさとホール）
　制作から上演まで全て市民のプロジェクトに
よって実現した川崎平右衛門を描いた合唱構成
劇「武蔵野の歌が聞こえる」の公演を行いま
す。
③平野啓子氏語り公演
「川崎平右衛門 物語（仮称）」
　（ふるさとホール及び平成の間）
　語り部・かたりすと
で、武蔵国府中大使で
もある平野啓子氏をは
じめとするかたりすと
メンバー自らが取材し
た、川崎平右衛門の偉
業をドラマチックに語
り伝えます。

　関 連 事 業

　次の事業のほか、各種関連事業を実施する予
定です。
「川崎平右衛門
　　－武蔵野新田開発の立役者－」展
　川崎平右衛門の事績を再評価する展覧会を開
催します。川崎平右衛門が武蔵野新田の復興に
あたって実施した資金運用の仕組みや玉川上水
工事の様子などを紹介します。
▽日程　平成29年２月７日（火）
　　　　　　　　　　　　　～５月７日（日）
▽会場　江戸東京たてもの園 展示室
▽主催　東京都　江戸東京たてもの園
▽共催　府中市、小金井市

　ふるさと府中歴史館で、くらやみ祭に関係する
展示を行います。　
▽日程　４月15日（土）～５月７日（日）
　　　※４月17日、24日、５月１日は臨時開館、
　　　　５月３日～５日は歴史館２階は公文書史
　　　　料室のみ開室
▽会場　ふるさと府中歴史館１階
【問合せ】
　ふるさと文化財課郷土資料担当（335・4393）

くらやみ祭展

◀ 

川
崎
家
保
存
の
元
和
元
年
種
籾
等

川崎平右衛門定孝画像 ▶
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　市は、世界の恒久平和への願いと、愛する郷土を未来に
引き継ぐ決意のもとに、昭和 61 年８月に「府中市平和都市
宣言」を行い、平和を誓いました。
　今年、30 周年という節目を迎えるにあたり、芸術文化協
会と協働で記念事業を開催します。

平和の灯のともるコンサート

　現在の多くの自治体史の編さん作業では、その地域をテーマ

とした歴史などの資料や研究成果を、できるかぎりたくさん集

めていくことから始めます。

　そのため、最初は専門分野ごとの学術的な方法で調査を行い、

その成果が蓄積・集成されて資料編や報告書として刊行されて

いきます。建築物に例えると、この資料集や報告書が土台の部分、

歴史を総括する通史編はその上にのる建物の上屋のような関係

になります。

　しっかりとした土台がなければ、その上に建物を建てることができないように、市史編さんも歴

史の裏付けとなる資料編・報告書づくりがとても大事な作業になります。現段階ではまだ資料調査

が継続中ですが、平成 36 年までの間の府中市史の編さん計画では、前半で分野ごとの資料編・報

告書の刊行を進め、後半でその掲載資料を活用して通史編を刊行する予定です。

　これまで専門分野ごとに資料収集調査を進めてきましたが、すでにさまざまな興味深い資料が見

つかっています。　

　一例をあげると、旧家や寺社、博物館などに保存され

てきた古文書・古記録には興味深い資料が多くあり、こ

うした資料を解読して詳細に分析していく作業により、

さらにいろいろなことがわかりそうです。市史を編さん

するということは、新たな資料の発見や資料の再検討に

よって、それまで語られてきた歴史を改めて見直し、地

域のあゆんできた歴史をより深く掘り下げて考える機会

でもあるのです。

【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②

▲市史編さん専門部会による古文書の資料調査（近世部会の活動）

○～管弦楽の響き～　府中市民交響楽団による演奏
　　曲目：交響詩「ローマの松」
○～誓い～　記念セレモニー　
　　福岡県八女市の平和の塔にともる平和の火を、このイ
　ベントのため、特別に府中にともします
○～祈り～　寺田路惠氏（文学座所属）による朗読
　　石川逸子氏の詩集から「一本のくすの木」「笛の音」
　などを朗読します
　　戦争の悲惨さ、未来への希望を朗読と語りで綴ります
○～鼓動の響き～　武藏国府太鼓　國府睦會による演奏
　　演目：府中勇み駒、くらやみ太鼓
　【問合せ】生涯学習スポーツ課（335・4394）

府中市民交響楽団

八女市の平和の塔
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■　「生活発表会」を実施しました
　平成 29 年２月４日（土）に「生活発表会」を実施しました。
生活発表会は、この１年間の遊びや生活を通して学んだことや成
長を、保護者の方に見ていただく大切な行事です。劇と合奏、そ
して、歌も歌いました。年少組は初めての発表会に元気に楽しく
取り組み、年長組は昨年の経験を活かして友達と考えを出し合い、
力を合わせて取り組みました。
　もうすぐ卒園する年長組は、大好きな幼稚園や友達との別れ、
感謝の気持ちを歌に込め、その姿に涙する保護者の方もいらっ
しゃいました。たくさんのお客様を前に、うれしさと緊張の表情をした子どもたちでしたが、一人ひとり
の頑張りを認めていただき、また一つ自信をつけて成長したように感じました。　

【問合せ】学務保健課（335・4436）　

ＴＯＰＩＣ（最近の話題から）

【教育部学務保健課　矢崎幼稚園】

■　第８回中学生「東京駅伝」大会が開催されました　　【教育部指導室】
【日　　時】平成 29年２月５日（日）
【会　　場】味の素スタジアム　都立武蔵野の森公園特設
　　　　　  周回コース
【競技方法】各区市町村からそれぞれ選抜された中学校２
　　　　　  年生による区市町村対抗駅伝競走　
　　　　　  女子の部：30km　男子の部：42.195km
【結　　果】女　　子　第 20位タイム１時間 58分 13秒
　　　　　  男　　子　第 34位タイム２時間 29分 54秒
　　　　　  男女総合　第 29位タイム４時間 28分 07秒

文部科学省大臣表彰受賞

日新小スクール ・ コミュニティ協議会
　日新小スクール・コミュニティ協議会が平成 28 年度「地域

学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰を受賞しました。

　表彰式は 12 月８日に文部科学省で行われました。また、表

彰の報告のために12月14日に校長、副校長、地域コーディネー

ターと児童代表が市長を表敬訪問しました。

　日新小学校は、地域の子どもも大人もみんなが笑顔

で暮らし、学び働き活動できるように、互いの信頼関

係の元に協力し合い、支え合う「地域協働学校活動」

の取組を行っています。

　様々な分野で活躍する地域の皆様を講師としてお迎

えし、「菊作り」「相撲」「米作り」「日本の伝統文化」

などを学習したり、「もちつき」、「清掃活動」、「防災訓練」

を行ったりするなど、幅広い活動を推進しています。
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