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会 議 記 録  

会議名称 第 5回社会教育委員の会議 

日 時 平成 28年 3月 29日（火）午前 9時 31分～午前 11時 35分 

場 所 西棟 6階 第 5会議室 

出 席 者 委員：吉井、天野、朝枝、小出、岩崎、多田、内山、笹井 

区側：生涯学習スポーツ担当部長、生涯学習推進課長、中央図書館次

長、社会教育センター所長、管理係長、社会教育推進担当係長（社会

教育主事）、社会教育センター主査（社会教育主事） 

配付資料 1 第 4回社会教育委員の会議 会議録（案） 

2 第 1回すぎなみサイエンスフェスタアンケート集計 

3 杉並区子ども読書活動推進計画（平成 28・29）案について 

4 第 1回すぎなみサイエンスフェスタ 反省会での意見・発言 

5 「すぎなみサイエンスフェスタ」についてのコメント 

6 「教育・生涯学習に関する世論調査」の概要 

7 中央教育審議会 答申 

8 東京都生涯学習審議会 建議 

9 すぎなみの教育№.220 

10 第 1回すぎなみサイエンスフェスタ 

11 スポーツを科学する 

12 「荻外荘」と近衛文麿（特別展 「荻外荘」限定公開） 

13 学校支援本部ってなんだろう BOOK 

14 平成 27年度 青少年委員実践集録（委員のみ） 

15 杉並区青少年委員だより 第 65号 

16 とうきょうの地域教育 №122、123（委員のみ） 

17 なみすく 2016 春号 

会議次第 Ⅰ 報告事項 

 (1)生涯学習における科学教育事業の推進について 

 (2)荻外荘（近衛文麿旧宅）の国史跡指定及び祈念特別展について 

 (3)杉並区子ども読書活動推進計画（平成 28・29）案について 

Ⅱ 協議事項 

 (1)科学教育の推進について 

  ・第 1回すぎなみサイエンスフェスタ（視察）をふまえて 

 (2)平成 28年度の取組について 

  ・社会教育の推進について 

 (3)次回の日程について 

Ⅲ その他 
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（意見要旨） 

○副議長 議長が遅れるとのことなので、はじめさせていただきたい。 

（生涯学習スポーツ担当部長 あいさつ） 

○副議長 ありがとうございます。続いて資料確認をお願いしたい。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○副議長 では、報告事項の生涯学習における科学教育事業の推進について。 

（社会教育センター所長 説明） 

○副議長 大変盛況だったようなので、後の協議で活発な議論ができればと思

う。では、続いて荻外荘についての説明を先に。 

（生涯学習推進課長 説明） 

○副議長 ありがとうございます。最後に子ども読書活動推進計画について。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事）説明） 

○副議長 ありがとうございました。これまでの配付資料の中で質問などは。 

（ なし ） 

○副議長 では、協議事項のところから議長の進行をお願いする。 

○議 長 遅れて申し訳ありません。では、協議事項で、すぎなみサイエンス

フェスタを含めて意見交換したい。 

 （社会教育推進担当係長（社会教育主事）、社会教育センター所長、説明） 

○議 長 ありがとうございました。当日行かれた方から、ぜひコメントを。 

○委 員 開催時間を短くしている理由が何かあるのか。 

○社会教育センター所長 当日午前中に団体の方々が準備され、また、準備後

に内覧会で他のブースを見て情報交換ができるようにもしたことがある。 

○委 員 アンケートで積極的に受け入れてほしい旨の記述もあるが、内覧会

の趣旨が伝わっていなかったり認識が違っていたりしたことがあったか。 

○生涯学習推進課長 区民の方々に身近な場所で科学に親しむとともに、関係

団体のネットワークづくりも目的にしていたが、実行委員会の反省会で開催

時間の延長希望も含め、次年度は配慮しなくてはと思っている。 

○副議長 スタッフやブースの運営に課題もあろうが、時間は長い方が見られ

るチャンスを拡げられるため、ぜひ、前向きにご検討いただいた方が良い。 

○議 長 子どもや大人の興味・関心を惹起する教育的な意味や目的は大成功

だが、社会教育の立場から言うと、その興味、関心をどう育てていくことが

できるか科学を学ぼうと思う人をどうサポートし、継続できるか。教育的な

効果の維持を期待し継続するのか、あるいは別のやり方を考えるのか。 

○委 員 子どもたちの発表に関心があった。以前、表彰されても内容を広め

る機会がなかった。今回は、表彰式後に発表会がありこのようなイベントで

の難しいところだが、科学教育的な要素と、科学に興味・関心を維持させる

イベント的な要素を同じ空間の中に置く場合のウエートと動線をもう少し考

えていただきたいと思った。安全面を考え、事故なくできる時間設定やブー

スの規模等は、なかなか難しいところだが、今後の進化に期待したい。 

○委 員 親子連れが午後は来ないこともあり、早めの時間は良い。表彰式後

の発表が非常に大切だと思った。壇上から順次発表するのもあるが、参加者

が興味のあるところで聞ける形であってもいいように感じた。未就学児の参

加者が多かったので、可能なら対象として未就学児もOKとか、これは○○生

以上などの情報があれば、すみ分けができていいと思う。 
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○委 員 アンケート回収率が低いので、例えばボールを投げ込んでいく方式

にするなど、違う方法を一緒に考えられたらと思った。発表会は、本当にす

ばらしかったが、子どもたちが子どもたちに伝えることを、ぜひ、大事にで

きればと思った。本当に広い会場で全部見て回ることができず、どこも整理

券がなくて入れないと感じられ、皆さん残念がっていた様子が見てとれた。 

○副議長 例えばすばらしい発表をしたところにタグをつけて表彰してはどう

か。午前中からであればランチにつなげる発想のブースもあって良い。 

○委 員 科学館が廃止され、より身近で科学を考えられるようになったとこ

ろでは、関心を引き起こされたイベントであったと思う。今後持続的にどう

科学の芽を育てることや理科的な育みについて、もう一つその裏の仕掛けが

必要かと思った。参加人数が多いのは、芽がたくさんあるとも思うので、こ

れからそれをどう引き出し育てていくかが大事だと聞きながら感じた。 

○委 員 ファミリー層が多く体験が非常に身近で興味をそそるところが多か

ったと感じた。ダチョウの実物大の写真や骨格の写真があり、実物大の大き

さを見たり卵の重さを手で持って重量感を得たり、殻でペンダントをつくり

厚みを感じたり。また、木の葉のにおいで種類を当てたり、大きさで木の実

を当てたりクイズを通して体験したりで、身近なものでも非常に不思議な体

験ができて非常におもしろかった。 

○副議長 今日のお話を聞いて大変勉強になった。実物の持つリアリティーを

子どもと一緒に親御さんや大人が感じることが大事で、タブレットから情報

を得てしまう時代に、大きさや重さのリアリティーを理解できるのがこのイ

ベントの役割だろう。その意味では、年に何度か、種類を分けたり地域を替

えたりしながらやることで、科学の芽を皆で育んでいくことや、他分野と融

合したサイエンスのようなもの、何かそういったようなものを生み出すのが

これの役割なのかもしれない。 

○委 員 今、アクティブラーニングという形で言われるが、発信することで

次の新たな課題が見えるような教育活動が学校現場の中から出てほしい。数

年前、理科関係の小・中・高校生のポスターセッション的な発表会をした時

に、短い時間の中でそれぞれがしゃべり、また聞き合うことで新たな興味が

広がっていった。そのようなことを期待し、子どもや学校現場だけでなく、

いろいろな方のご意見を聞かせてもらえる場面を設定してほしい。 

○議 長 以前の職業高校では、例えば旋盤とか、木材科だと金属加工が必須

で、旋盤での金属加工やのこぎりでの木材加工をした。今は、全部コンピュ

ータに入力している。だから、工業教育の基礎は、要するにどういう情報を

インプットできるかが大事だと言われている。農業高校でもバイオテクノロ

ジーで、農業高校の先生に言わせれば、やはり土をいじることが農業の基礎

だという。しかし、企業ではバイオテクノロジーである。一体、何が基礎だ

ろうかと思ってしまう。科学技術が発展し、目に見えるメカニズム、目に見

えるプロセスのような積み重ねが大事であり、その場は、学校でもあるが社

会教育の場でもあることを改めて考え直すのはいいことだと思う。コンピュ

ータ化やＩＣＴ化は、全部チップになってしまいプロセスがすべてブラック

ボックスと化してしまう。技術が発展しているのだと思うが本当にいいこと

なのだろうかと。トランジスタラジオの構造がわからないとラジオがつくれ

ないというところがあるが、こういう基礎・基本のプロセスを担保していく

ことを前提としてプレゼンテーションするのはいいことだと聞いて思った。 
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○副議長 たしかに今、バイオが進化し光の空間でレタスとかができている。

家庭でも小さな菜園みたいなセットが売られてそれで何かを育てて食べるな

ど、土からどんどん離れているが、どうなのかと常々思っていた。 

○委 員 里山保全のＮＰＯにもかかわっているが、子どもたちは、米がどう

やってできてくるのかを知らず、その過程を知らない時代で、だからこそそ

の過程を提供しているということがある。 

○委 員 孫にペンペン草で遊んでいると息子たちが思い出したりするが、親

が草を摘む作業をしなくなっている。やはり土は汚れるという感覚の方が強

くなって、本当はそこから育まれるものがたくさんあるのに気づかなくなっ

ているのかもしれない。 

○委 員 トレーサビリティーといって、自分が食べているものがどこから出

てくるのか、震災以降、電気も同じで、どうやってできて、どこから来てい

るのか疑問を持つところからはじめるのだが、そのような科学の入口が大事

だと思っている。ところで、このサイエンスフェスタ実行委員会は、そのイ

ベントをやるからこそ実行委員を集めてやったのか、今後のつながりや地域

に広げていこうとしているのかが気になる。 

○生涯学習推進課長 先ほどもお話したが、これは区民の方に身近な場所で科

学に親しんでいただくことのほかに、区内の科学関係団体に集まっていただ

きネットワークづくりをすることがもう一つの目的である。科学館が廃止に

なり、今後、次世代型の科学教育の拠点をつくろうというところで、学校教

育分野は済美教育センター、生涯学習分野は、社会教育センターが当面の拠

点となっているのだが、やはりそれぞれのセンターとしての機能に限界があ

り、どこかに拠点をつくらなければならないと思っている。その拠点づくり

に当たっては、やはり関係団体とのつながりが重要になってくるので、フェ

スタで人を呼んで盛り上がるだけではなく、今後の次世代型の科学教育を進

めていくきっかけの一つとして捉えている。将来的にはそれを具体化してい

かなければならないが、その具体化に関係団体の協力を得る必要もあり、ま

た、その拠点がどういう機能でどんな設備を備えていれば一番望ましいのか

ということも、今後意見交換していきたいと思っている。そのベースに実行

委員会がなっていくというように考えてもいる。 

○委 員 要するに、関係団体が今後も増えて実行委員会に入っていくのが望

ましいということか。 

○生涯学習推進課長 今回は、とにかく1回目で今まで杉並区で活動されていた

団体などにお声がけして２５団体集めたが、例えば公募することなどの話も

あり、来年のブース参加をどう集めるかが課題だと思っている。予算は区の

共催分担金を各出展者に配分しているが、ブースに配分したのは、100万円を

団体数で分けるのだが、その他に設営費等を入れると、総額で300万円は超え

る。設営等を業者に依頼するなど全館貸切でこれだけのイベントを組むとか

なりの金額になってしまう。また、今回は無料だが、材料費があると参加す

る側の真剣度も違うのではという意見もあった。また、慣れている人は、ま

ず整理券を取れるだけ取ってしまって本当に参加しないということも発生し

てしまう。そのあたりで、あらかじめ整理券を配ったりはしない方法もある

が、それだと混乱を来す可能性もあり、次回に向けては課題であると思う。 

○委 員 たしかにそれ以外の部分を外部に頼めば高いと思うがどうか。 

○生涯学習推進課長 おかげさまで非常に速やかに撤収できたものの、余りに
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も速やか過ぎて、出展者からはご意見をいただくようなことになってしまっ

た。みる間に片づけられて反省する場がないとお叱りを受けてしまったので

ある。次回は、時間を確保しながら撤収するようお話をさせていただいた。 

○副議長 それでも科学館を維持していたころに比較すれば、相当違っている

はずで、それと同等ぐらいの規模であれば何回できるとかにはならないか。 

○生涯学習推進課長 確かに我々も当初の予定は半分ぐらいの見積もりでいた

ので、倍以上の来場者で想定を上回った感じはある。ならば、各地域区民セ

ンターなどでやってはどうかなどのお声もいただくが、セシオン杉並にはホ

ールや展示室もあり、その施設を活かして各部屋を区切りブースが設けられ

る特徴があった。部屋がある程度分かれている今回のやり方は、ブースでの

説明をじっくりできるなど、何か新しい科学イベントの考え方ができるとい

うご意見もいただいている。未就学児や年齢層の高い方にも対応できるよう

ブースも設けられるのではないかというご意見もいただいている。 

○委 員 参考までに「エコライフ・フェア」の場合、イベントスペースのよ

うな場をつくり、プログラムを組んで順番に団体が出て紹介している。こう

したやり方だとみんなが見られたりするので、ちょっとしたスペースをつく

ればどうかと思っている。 

○生涯学習推進課長 予想より未就学児や比較的お子さんの年齢の低いファミ

リー層が多かったので、科学館利用者層とは違う層の掘り起こしにもつなが

った感触を得ている。まさしく科学に関心を持ち、その人たちが継続できる

ようにしていくため、サイエンス・グランプリの受賞者の晴れやかな舞台を

用意することによって研究成果の発表の場を設け連動していくと良い事業に

なっていくように感じている。ただ、晴れやかな舞台の時にホールを埋める

のは大変なので、閑散とならないようサイエンスショーを抱き合わせる演出

をしたものの、音楽室は狭く何とかしたいところとなった。ホールだとそこ

までできないジレンマもあり、改善しなくてはいけないものの、いろいろな

ことを考え、次年度よりいいものにしていきたいと思っている。 

○議 長 前向きな意見がいろいろあったが、そういう意味ではすごくいい方

向だと思うので、ぜひ、これからもいいものにしていただくようにしていき

たいと思う。では、時間の関係で平成28年度の取り組みの説明を。 

（社会教育推進担当係長（社会教育主事） 説明） 

○議 長 ありがとうございました。もう少しここを聞きたいとかあれば。 

○委 員 学校支援が関わるとなると、生涯学習の部署としてのお話だけでは

なく「共に学び 共に支え 共に創る」ところをどう考えているのか、懇談等

を通して、私たちができることや求められることが具体的にわかるといいよ

うに思っていたので、会議での資料の補足や説明だけでなく、新たな課題に

ついてインフォーマルな場でのやりとりがあると考えやすいように思った。 

○議 長 ご提案には二つの面があるように思う。一つは懇談や意見交換の場

をインフォーマルでいいので設けられないかということ、もう一つは、杉並

の社会教育行政のポジションとして、もちろんビジョン・推進計画があって

のことだが、どう進めてどういう形で考え方を進めていくかを捉えて話がで

きればということだと思う。趣旨はよくわかるが具体的なことは、差し支え

なければ、ぜひ、ご検討いただきたいと思う。 

○生涯学習推進課長 今年度は、新たな取り組みで次世代型の科学教育の調査

研究等もあったので社会教育委員の皆様にご意見をいただいた。次世代型の
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科学教育を「出前型・ネットワーク型」としてきたが、科学教育だけではな

く生涯学習・社会教育としても、今後は標榜すべきではないかと考え、例え

ば社会教育センターに留まって講座等をやっているだけではなく、地域に展

開し、「共に学び 共に支え 共に創る」ことができるのか。来年度は特にそ

の部分についてご意見をいただければと考えている。 

○委 員 先日、杉並で「ハイパー高校生マネジメントプロジェクト」の取り

組みがあることを伺った。高校生の半数が大学進学でそれ以外が就職や専門

学校への進学するが、いろいろな学びの場に活躍の場を広げていくで高校生

たちに、生涯学習や地域で学ぶことができる一つの選択肢を、プラスアルフ

ァして提供することで、生涯学習の裾野が広がっていくように考えている

が、そこのところをもう少しご説明いただけたらと思う。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 社会教育センターでは、区民企画

講座事業の枠を使い、これまでＣＡＭＯプロジェクト事業というものが立ち

上がったりした。若者が自分たちでやろうとすることを、自分たちが提案し

合って自分たちで実践する、まちをキャンパスにした取組だった。今回は、

それと同じ事業枠を使い、高校生世代の学びを豊かにする取組をはじめよう

としている。教育改革の中で「アクティブラーニング」というキーワードが

高校・大学教育に入ってくる状況にあるが、それを支える、一緒になって取

組むパートナーが必要となり、学校の中ではなく外へ出たりするにはどうし

てもいろいろなつながりが必要になる。この区民企画講座という枠を使っ

て、オール杉並と言うにはまだまだだが、若者の学びにかかわっている人た

ちが一堂に会する中に高校生も参加し、一方的に押し付けるのではなく双方

向で考える機会、そういう広場をつくろうと関係者に集まっていただき意見

交換をした。高校がまちの活性化に主要な役割を持ち、地方創生と言えば高

校が重要になるところもあるが、高校生世代の学びに何が必要かをピュアに

考え、人間関係をつくりながら充実を図れるネットワークづくりにしようと

いう動きを始めている。 

○議 長 ありがとうございました。協議事項の2番目は、さわりだけなったが

次回以降議論するようにしたいと思う。そろそろ時間なので次回の日程を。 

○社会教育推進担当係長（社会教育主事） 日程は、次回を5月19日3時半～5時

半でお願いし、6月については、ご相談させていただき、社会教育関係団体へ

の補助金についての意見聴取を予定するため日程調整させていただく 

○議 長 ありがとうございました。最後に課長からご挨拶を。 

○生涯学習推進課長 本日は、大変貴重な意見、熱心なご議論、本当にありが

とうございました。引き続き来年度もよろしくお願いいたしたい。 

○議 長 ありがとうございます。皆さん、お疲れさまでした。 


