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令 和 ２ 年 3 月28 日  発行

「社会がどんなに変化しようとも、子どもたち自らが課題に向き
合い、判断して行動し、それぞれが思い描く『未来』を実現して
ほしい」このような願いを込めて、せたがや11＋をスタートさせ
ます。

＋（プラス）は、“加える”という意味とともに縦軸と横軸を表
し、乳幼児から生涯学習にいたる「縦のつながり」と、地域、家
庭や大学、企業と連携した「横のつながり」を意味しています。

子どもたちが、学ぶことと人生や社会とのつながりを実感しな
がら、自分の可能性を信じ主体的に進むために必要な資質・能力
を育てるための新しい教育です。

次のページで詳しく紹介！

区の鳥
「オナガ」

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

「せたがや1
イレブン

1＋
プラス

」

令和２年度より
　せたがや11＋が始まります!!
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柱Ⅰ
教育の質の転換

プラス１～６

柱Ⅱ
誰一人置き去りに
しない教育の推進

プラス７～９

柱Ⅲ
子どもたちの学びを
支える環境の整備

プラス10～11

●教育推進会議　経済産業省　サービス政策課長（兼）教育産業室長　浅野大介氏による講演
テーマ：「未来の教室」に向けて～第４次産業革命を活かす学び、そんな時代を生きるための学び～

浅野氏をお招きして、すべての子どもたちが当事者になれる未来を具現化するためにはどうしたら
よいかをテーマにご講演をいただきました。ICT環境を早く子どもたちに用意することの必要性とと
もに、これからの社会で求められる力は、AIにはない人間にしかできない力であり、たとえば、「当
事者意識をもって課題を把握し、自分の力で判断し、他者と協議して決定する力である」といったお
話を伺いました。

●教育推進会議　ワークショップ
ワークショップ参加者50名が９グループに分かれて、「将来の予測が困難な時代を生き

る子どもたちが、ICTを効果的に活用するために私たち大人がすべきこと」をテーマに、
ワールド・カフェ※方式で話し合いを行いました。

※ワールド・カフェ：カフェにいるようなリラックスした雰囲気の中、少人数に分かれたテーブルで
自由に対話を行い、ときどき他のテーブルとメンバーを変えながら話し合いを発展させること。

●総合教育会議「ICTの活用」
教育推進会議の内容を踏まえ、区長及び教育委員会による意見交換を行いました。

区長と教育長、教育委員との意見交換の内容
・ICTを活用することで、働き方や社会のあり方が今後大きく変わっていく。人間が行っていた仕事をICTが代替

することで、経済性・効率性・合理性といった従来の価値観も変容する。ICTが導入された社会を生き抜く子ど
もたちの教育を考えていきたい。

・ICTを活用することで生まれる変化として、子どもたちが学びに対してより興味をもつこと、学習状況に合致し
た内容を学ぶことができること、教員が子どもの学習状況をリアルタイムで確認することができること等が挙げ
られる。

などの意見が出ました。

●来場者アンケートより
・ICTはツールにすぎず、当たり前に使えることが必要である。人間にしかできない力を高めること、それらを今

の子どもたちに伝え、将来の日本や世界を支えてもらいたいと思った。
・最新のICTを活用することによって、教育や学びがどのように変わっていくかの方向性を知る機会となった。
などのコメントが寄せられました。

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

１１月９日 教育推進会議・総合教育会議

◆「せたがや 1
イレブン

1 ＋
プラス

」で育つ子どもたち ◆もっと知りたい「せたがや 1
イレブン

1 ＋
プラス

」

◆「せたがや 1
イレブン

1 ＋
プラス

」で実施する３つの柱と11のプラス

「せたがや11＋」は、「キャリア・未来デザイン教育」を中心にして、
11のプラスを進めていきます。

令和２年度より新学習指導要領に基づく教育がスタートし、新しい教育が本格実施となります。
これまでの第２次世田谷区教育ビジョン「世田谷９年教育」の取組みを継承しつつ、新しい時代を見据え、

世田谷の教育を変革するための考え方をまとめました。
(１)「子どもたちの将来の可能性及びキャリア形成」を支援する教育に転換します。
(２)「自己肯定感、協働する力、課題を解決する能力」を育む教育に転換します。
(３)「多様性、広い視野、主体的な考え」を尊重する教育に転換します。

プラス

１
確かなキャリア形成を
促す“キャリア・未来
デザイン教育”の推進

日々の教育活動と地域等
での体験を柱に、キャリ
ア・パスポートを活用し
教 員 が 対 話 的 に か か わ
り、子どもたちが自分の
よさや将来について考え
る教育を展開します。

重 要

新しい学び舎グループ 探究的な活動や授業 地域・学校の特色を
生かしたキャリア教育

近隣の小・中学校で構成さ
れた学び舎グループのうち、
８つの学び舎に令和２年度よ
り区立幼稚園が加わります。

その他の学び舎も、区立保
育園や私立幼稚園との連携や
協 力 な ど を 順 次 進 め、 幼 稚
園・保育所と小・中学校が一
体となった運営体制を拡大さ
せます。

子どもの「なぜ」「どうし
て」から「知りたい」「やって
みたい」に進む知的好奇心を
大切にして、友達と協力しな
がら、課題を解決する学習へ
転換します。

人やものとのかかわりなど
体験的な学習を積極的に取り
入れます。

幼児期から、さまざまな体
験活動や地域の方とのふれあ
いや交流を通して、社会との
つながりを意識できるような
活動を行います。

子どもたちが自分のよさや
将来について考える教育を展
開します。

プラス

８
一人ひとりに寄り添
う“専門家チームによ
る支援体制”の構築

さまざまな問題に悩む子ども
一人ひとりや家庭に寄り添っ
た、組織的なサポート体制を
つくります。

プラス

３
社会に開かれた教育活動
の推進・地域や保護者と
連携した教育の拡充

教育活動への支援に生かした
り、活動の場としたりするな
ど、地域とのつながりを意識
した活動を積極的に行います。

プラス

９ 多様性の理解と“学びの
選択”の拡大

人権教育・生命尊重教育の理
解を深め、特別支援教育を含
めたすべての教育活動におい
て多様性を尊重した学びの選
択肢を提供します。

プラス

２
遊び・実践を重視し
た“体 験 型 教 育”に よ
る教育課題への対応

園・学校・地域・家庭での実践
や体験によって、実感を伴う
理解をもとに、よりよい生き
方を考える教育を展開します。

プラス

10 「せたがや１１＋」を実現
する教育環境の整備

教員の支援・育成のために令
和３年度に開設する教育総合
センターを整備します。

プラス

11 “未来教育サポート
システム”の展開

クラウドやBYODなどを含め、
ICT環境の整備や専門人材の
配置を行います。

プラス

７ 個を活かす“個別最適
化教育”の実現

子ども一人ひとりの資質・能
力に応じたICTの活用や学習支
援を進めます。

プラス

４
幼児期から中学校ま
での探究的な活動や
授業の実現

たくさんの人やものとのかかわり
や体験を、小・中学校でも積極的
に取り入れ、子どもたち自身が学
習の課題を見つけて解決する教育
活動に転換します。

プラス

６
専門スタッフによる
幼稚園・保育所等へ
の支援の充実

専門スタッフによる訪問等、
幼稚園・保育園の支援を充実
させます。

プラス

５
幼稚園・保育所等と
小・中学校の連携・
協力の強化

幼児期の遊びや学びのよさを
小・中学校まで引き続き伸ば
していく一貫したしくみに転
換します。

中

幼 小
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世田谷区立の小・中学校においては、これからの社会を創り出してい
く子どもたちにとって求められる資質・能力をはぐくむために、さまざ
まな取組みを実践しています。今回は、桜丘小学校の道徳の授業と、北
沢中学校の「カジュアルウィーク」を特集いたします。

小 学校では平成30年度から、中学校では今年度か
ら、「特別の教科　道徳」がスタートしました。

「特別の教科」として位置付けられたことにより、
新たに国の検定に合格した教科書の使用や、通知表に
おける評価（記述式）が実施されることとなりまし
た。

桜丘小学校は、平成30・31年度の「世田谷区道徳教
育センター校」として、学校の目標である「よく考え
る子　豊かな心をもった子　健康な子」の中の、「豊
かな心をもった子」を重点目標とし、道徳科の研究を
進めています。
「自分の命を大切にする」ことや「自分の周りの人

を大切にする」ことは、「豊かな心」をもつことにつ
ながります。温かい子どもたちの心を大切にはぐくん
でいけるよう、教員間で議論をし、授業の展開や発問
にも工夫を重ね、授業の改善に取り組んでいます。

道徳授業地区公開講座では、保護者や地域の皆様と
共に子どもたちを育てる視点を大切にして連携を図っ
ています。

今後とも、「人とのかかわり」を通して、道徳教育
をより効果的で実のあるものにしていきます。

世 田谷区立中学校では、生徒が自ら服装を選ぶ日
として「カジュアルデー」を全校で実施してい

ます。
「カジュアルデー」として、ＴＰＯに応じた自己表

現をする機会を設定し、自他の個性への実感や理解を
深め、適切に自己決定することをめざしています。

派手な私服を着ることを推奨しているわけではな
く、中学生らしく、安全・健康面や学校生活に適した
服装をすることを目標としています。

北沢中学校では、衣替え時期に合わせて、７月と10
月に、「カジュアルウィーク」として１週間連続で実
施しました。生徒たちは、その日の行事や天候等に合
わせて、自らで判断し、場にふさわしい身なりで学校
生活を送ることができました。

生徒アンケートによると、83％の生徒（中２）が、
このカジュアルウィークを「良かった」と答えていま
す。

生徒からの主な意見
・制服以外のものを着て、コーディネートを考える

のが良いと思った。
・良かったことは、毎日服を変えることができるの

で、天候や、その日の行事に合わせて自分で好き
に選ぶことができたことです。

世田谷区
道徳教育センター校
（桜丘小学校）

カジュアルウィーク
（北沢中学校）

魅力発見！
せたがやの区立学校

一人ひとりの考えを付箋に書き、グループで伝え
合っています。

考えを発表し伝え合うことで多様な考えを認め合い
ます。

教員間で授業の視点について議論しています。

２月第２週の土曜授業においてカジュアルデーを実
施しました。

生徒一人ひとりがその日の天候等に合わせ、服装を
選んで学校生活を送っています。

これからの時代を見据えた
教育実践
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世田谷区の教育を推進する拠点となる「教育総合センター」を、若林小学校の跡地（若林5-38-１）に
整備し、令和３年度に開設する予定です。今回は、教育総合センターの「運営方針」と「４つの取組み」
についてお伝えします。

連載
⑤

学びが変わる―子どもたちの未来を見据えて―

教育総合センター （運営方針と４つの取組み）

教育総合センターの3つの運営方針

教育の質の転換
世田谷の教育を就学前から小・中

学校を通じて、「探究的な遊びと学
び」に転換します。また、体験的な
学びを重視し、学びに向かう力や豊
かな感性等をはぐくみます。

地域で働く人や大学の専門家など
による体験的・実践的で子どもたち
が自分の将来を具体的に描ける教育
を展開します。

誰一人置き去りにしない
教育の推進
子どもたちの個性や特性を尊重

し、一人ひとりに寄り添い、個別最
適化された多様な学びの選択肢を提
供します。

障害や性、文化などの多様性への理
解を深める心をはぐくみ、地域社会や
世界の中で共生する力を育てます。

子どもたちの学びを
支える環境の整備

未来の社会を生きる子どもたちの
創造力を培うため、ＩＣＴ環境の整
備や専門人材の配置など、学びを支
える環境を整備します。

子どもたちの学習環境を充実させ
るとともに、教員の資質向上を支援
し、質の高い教育を提供する環境を
整備します。

教育総合センターの4つの取組み

先進自治体への教員派遣により探究的な教育の中核を担う人材を育成す
るほか、専門チームの派遣を通じて学校での人材育成を支援します。ま
た、教育資料を集積し、各校で共有できるネットワークシステムの構築や、
喫緊の課題に対応する研究活動を通じて学校や教員への支援を強化します。

幼稚園・保育所等と小学校との連携を深めながら、学校生活への円滑
な移行を図り、乳幼児教育支援センター機能により、乳幼児期からのさ
まざまな教育課題に応じた調査研究を行い、質の高い教育・保育を推進
します。

教育相談や専門性をもったチームによる学校支援を一体的に進める体
制や情報共有システムを構築します。また、個々の子どもの教育的ニー
ズを把握し、個性に応じた教育機会を確保するなど、配慮を要する子ど
もたちの自立に向けた支援や多様性への理解を深める取組みを行います。

専門人材や地域ボランティアを集約・活用する仕組みを構築し、学校
運営や教育活動等を支える人的支援を行います。また、大学や民間企業
等と連携し、多くの区民や親子の参加・参画を促すとともに、キャリア
形成の実現につなげます。

新しい教育総合センターでは、３つの運営方針の
下、世田谷区の新たな教育「せたがや11＋（せたが
や・イレブン・プラス）」※を推進します。「せたがや
11＋」は、区立幼稚園、小・中学校11年を基盤と
し、乳幼児期からの教育・保育から生涯学習、地域
社会とのかかわりを“プラス（充実・拡充）”した世
田谷区の新たな教育です。幼児期から小・中学校を
系統的につなぐカリキュラムに取り組むとともに、
これまでの小・中学校の学び舎に区立幼稚園を加
え、区立保育所等や私立園とも連携・協力するしく
みをつくります。

※「せたがや11＋（せたがや・イレブン・プラス）」の
詳細は、P１～３をご覧ください。

先進自治体への
教員派遣

１

３

２

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

ICT環境の
整備

教育情報を
共有する

ネットワーク
システムの構築

学校での
人材育成の支援

総合的に
対応する

教育相談窓口

ICT活用による
個別最適化
された学習

支援に関係する
各課の連携強化

配慮を要する
子どもに関する

情報共有

専門的な
スタッフによる

支援

【完成イメージ】

「探究的な遊び
と学び」を
推進する

カリキュラム

幼稚園教員や
保育士の
人材育成

大学や企業等
と連携した
教育研究

学校を支援する
人材の確保

人材情報を
学校へ紹介する

仕組み
キャリア教育の

推進

４

学びコラム
「未来の教室はどうなるか？」

経済産業省が、令和の教育改革に向
け、「未来の教室ビジョン」をとりまと
め、さまざまな個性の子ども達が、未来
を創る当事者（チェンジ・メイカー）に
なるための教育環境づくりを提言してい
ます。その中で、新しい学習基盤づくり
の一つとして「ICT環境整備」を取り上
げ、“新しい文房具”として１人１台の
パソコンをいつでも利用できる環境が必
要であると提言しており、今までの教室
環境が様変わりすることが予想されます。

乳幼児教育と
学校教育の

連携

探究的な教育に転換するための教職員の支援

配慮を必要とする子どもたち一人ひとりへの支援

乳幼児期からの探究的な教育・保育の推進

地域社会と連携した学びの実現

主な具体的取組み

主な具体的取組み

主な具体的取組み

主な具体的取組み

問 新教育センター整備担当課　☎3429-0815 FAX  3429-2844
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幼児教育・保育プレ・メッセを開催しました！
令和３年度開設予定の教育総合センターに、世田谷における乳幼児期の教育・保育の推進拠点として、乳幼児教育

支援センターを設置します。その先行取組みとして、「幼児教育・保育プレ・メッセ」を令和元年10月26日（土）に
開催しました。多くの方にご参加いただき、盛況のうちに終えることができました。当日の各プログラムを通した子
どもたちや保護者の方の様子を紹介します。

■ 展示 ■ドキドキ・ワクワク運動遊び
公私立の幼稚園や保育所等の活動（特に先駆的な取

組み等）に関して、幼児の活動写真と共に展示しまし
た。

運動の基礎技能（走る・跳ぶ・投げる）を取り入れ
ながら、子どもたちと楽しく運動遊びを行いました。

■ 端材等を使ったアート体験
製品を製造する過程で出る端材等を価値ある“リ・素材（リサイクル＋素材）”として捉え、幼児期からの創造性

や表現力をはぐくむためのアート体験を行いました。

学校におけるICT環境整備
世田谷区教育委員会では、大きく変化しつつあるデジタル社会を生き抜くために必要となる質の高い教育を提供す

るため、区立小中学校におけるＩＣＴ環境整備やプログラミング教育等を推進しています。
また、地域や保護者等の方に理解していただくために、学校ホームページ等を活用した情報発信の充実も進めてい

ます。
ここでは、区における教育の情報化推進に関する最新の取組みをご紹介します。

（１）ICT環境整備の推進

全ての区立小中学校を結ぶ教育用ネットワークを整備するとともに、全て
の区立小中学校にタブレット端末、大型拡大提示機及び実物投影機を整備し
ました。今後も、児童・生徒１人１台端末配備に向けてＩＣＴ環境を整備し
ます。

（２）理数教育・プログラミング教育等（STEAM教育）の推進

豊かな発想と想像力に富んだ夢のある研究を広く募集して優れた作品を表彰
する「世田谷ガリレオコンテスト（中学生・科学コンテスト）」を実施しまし
た。コンテスト以外においても、プログラミング教育等の推進を図り、児童・
生徒の科学や数学への興味や関心を高め、科学的・数学的素養を伸ばす取組み
を進めています。

（３）学校ホームページ等を通した情報発信の充実

学校ホームページを充実し、地域との連携を強化するため
CMS（コンテンツマネジメントシステム）を導入し、運用して
います。

各学校の基礎的な資料や、各種行事やイベントの写真等を随
時公開するなど、ホームページによる情報発信の充実を図って
います。

（４）BYODを視野に入れたクラウド環境の構築・検証

BYOD（※）を視野に入れて、セキュリティ
を確保しながら、インターネットに接続するク
ラウド環境を構築し、中学校２校での活用検証
を進めています。

※BYOD：Bring Your Own Deviceの略。ここでは
「個人所有の情報端末を学校に持ち込んで利用する
こと」を意味します。

このクラウド環境を活用し、子どもたちがタ
ブレットやスマートフォンを使って、学校でも
家庭でも一人ひとりに応じた学習が行えるよう
な環境を整えていきます。

BYODを視野に入れたクラウド環境のイメージ

クラウド基盤
（インターネット上に構築）

各家庭のインターネット
接続回線 教育ネットワーク

各家庭

・各家庭のインターネット接続回線
経由で教育用クラウド基盤に接続

多種多様な端末

BYOD活用検証中学校

教室
BYOD端末

・生徒持参の端末

保護者や、幼稚園・保育所の
先生たちが、それぞれの目線
で展示を閲覧されていました。

日本女子体育大学の
みなさんに、ボラン
ティアで実施してい
ただきました。

上手に入るかな？

光と影をテーマに
したアート体験を
行いました。

インスタ映えしそう
です！

端材で作ったとは思え
ないクオリティ！

“リ・素材”を使った
モノづくりコーナー
も設置しました。

問 新教育センター整備担当課　☎3429-0815 FAX  3429-2844 問 ⑴ 、⑶、⑷について：教育総務課　☎5432-2969 FAX  5432-3028 問 ⑵について：教育指導課　☎5432-2706 FAX  5432-3041

世田谷区立小・中学校ホームページ
http://www.setagaya.ed.jp/

子どもたちの無限の可能性をひらくために、大人は何ができるでしょう。今回、多くの
企業が、布や紙、スポンジ、革、木片、紐、三味線の弦など、さまざまな素材を提供し
てくださり、これらの素材を「光」や「デジタル機器」を通して子どもたちと探求活動
をしました。素材の触感や音、色、形、匂いは、子どもたちの想像力を刺激し、OHP
やパソコン、プロジェクター、ミクロカメラなどの機器は視点を大きく転換してくれま
す。子どもたちは好奇心の赴くままに素材の可能性や魅力を発見し続けました。教育を
地域で支えるため、地域全体で学びの可能性を探求していきましょう！

【プロフィール】
アトリエリスタ。世田谷区
幼児教育環境支援専門員。
美術教育・都市計画修了、
地域創造 ㈶、空間創造研
究所、NPOで芸術文化に
よる地域活性化事業に従
事。幼児教育修得のため
レッジョ・エミリアに留学
（文化庁新進芸術家海外研
修員）。

アート体験の企画・運営を担当いただいた津田様からのコメント

津田　純佳
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おめでとう
      ございます！

編集後記
新学習指導要領に基づく教育が令和２年度よりスタートし、世田谷区とし

ても教育総合センターの設置が１年後に迫る等、区の教育は大きな変革期を
迎えています。「せたがやの教育」ではこれからも、区の教育の最新情報を、
皆さんに分かりやすくお知らせしていきたいと思います。

次号109号は令和２年７月に 発行予定です。お楽しみに！問 学校職員課　☎5432-2672 FAX  5432-3025

（2）文化活動
学校名 団体名

赤堤小学校 合唱団
赤堤小学校 合唱団　重唱部門
千歳小学校 吹奏楽団

生徒特別表彰（中学生・個人）
（1）スポーツ活動

氏名 学校名 学年・性別 活動内容
大島　統偉 桜丘中学校 １年・男子 水泳

田沼　今日子 駒沢中学校 ２年・女子 陸上
ロス　瑚花　アディア 駒沢中学校 １年・女子 陸上

松平　真亜矢 桜木中学校 １年・女子 バトントワーリング
鈴木　拓光 奥沢中学校 ２年・男子 バトントワーリング
田邊　桜香 奥沢中学校 ２年・女子 フィギュアスケート
中西　光希 玉川中学校 ２年・男子 空手
小澤　苺奈 深沢中学校 ２年・女子 バトントワーリング
松原　愛生 深沢中学校 ２年・女子 バトントワーリング
桺　志佳 深沢中学校 ２年・男子 硬式テニス

長塩　花音 深沢中学校 １年・女子 バトントワーリング
坂本　夢花 用賀中学校 １年・女子 バトントワーリング
木村　茜 千歳中学校 ３年・女子 ラグビー

杉坂　愛結美 千歳中学校 ３年・女子 ラグビー
西川　海真 千歳中学校 ３年・女子 ラグビー
松村　美咲 千歳中学校 ３年・女子 ラグビー

野口　明彩陽 千歳中学校 ２年・女子 ラグビー
八隅　士和 芦花中学校 １年・男子 レスリング
功刀　沙子 砧南中学校 ２年・女子 水泳
横山　凛 三宿中学校 ３年・女子 柔道

大原　健太 世田谷中学校 １年・男子 空手

（2）文化活動
氏名 学校名 学年・性別 活動内容

津留　歩花 芦花中学校 ２年・女子 中学生の主張
田中　咲穂 上祖師谷中学校 ３年・女子 ピアノ

生徒特別表彰（中学生・団体）
スポーツ活動

学校名 団体名
駒沢中学校 陸上競技部女子リレーチーム
北沢中学校 女子バレーボール部
烏山中学校 女子バスケットボール部
千歳中学校 ラグビー部
砧南中学校 ソフトテニス部

船橋希望中学校 野球部

児童特別表彰（小学生・個人）
（1）スポーツ活動

氏名 学校名 学年・性別 活動内容
玉利　優依 桜小学校 5年・女子 柔道
飯野　開成 旭小学校 6年・男子 水泳
山本　大輝 赤堤小学校 5年・男子 陸上
兒島　惟高 松丘小学校 5年・男子 セーリング
鈴木　小暖 笹原小学校 5年・女子 ロープスキッピング
鈴木　碧乙 笹原小学校 １年・女子 ロープスキッピング

林㟢　萌々子 深沢小学校 5年・女子 ソフトテニス
大谷　茜 玉川小学校 6年・女子 水泳

中島　光優 等々力小学校 6年・女子 空手
坂戸　淳之介 等々力小学校 ３年・男子 空手
中島　彪冴 等々力小学校 ２年・男子 空手
岩城　雄丈 祖師谷小学校 5年・男子 水泳
谷口　夏音 砧小学校 ３年・男子 空手
松田　悠源 烏山北小学校 ４年・男子 フェンシング
森田　煌生 烏山北小学校 ４年・男子 レスリング
江間　大登 芦花小学校 ４年・男子 レスリング
薬野　柑太 芦花小学校 ４年・男子 レスリング
日野　颯介 芦花小学校 ３年・男子 ラインバイク
小林　梨音 砧南小学校 5年・女子 ソフトテニス
鈴木　杏 砧南小学校 5年・女子 水泳

小杉　優人 千歳小学校 5年・男子 ソフトテニス
戸塚　莉子 千歳小学校 5年・女子 ソフトテニス
笠原　瑠人 千歳小学校 ４年・男子 ソフトテニス
鈴木　仁子 千歳小学校 ３年・女子 ソフトテニス
黒澤　立幹 下北沢小学校 6年・男子 野球

本橋　美唯菜 下北沢小学校 6年・女子 ウェイクボード
本橋　明貴斗 下北沢小学校 ３年・男子 ウェイクボード

（2）文化活動
氏名 学校名 学年・性別 活動内容

北野　聡一朗 太子堂小学校 ３年・男子 算数オリンピック
仁平　大真 世田谷小学校 ３年・男子 算数オリンピック
岡本　葵 東玉川小学校 ３年・女子 図画ポスターコンクール

大沢　はるか 烏山小学校 5年・女子 夏休み昆虫研究大賞
松本　栞里 千歳台小学校 5年・女子 ピアノ
北田　陽理 下北沢小学校 ３年・女子 ピアノ

児童特別表彰（小学生・団体）
（1）スポーツ活動

学校名 団体名
駒沢小学校 駒沢ＪＶＣ
旭小学校 6年男子50ｍ×４リレーチーム

千歳小学校 400ｍリレー男子Ａチーム

教育長再任のお知らせ
令和元年12月１日付で、

渡部理枝氏が教育長に再任
されました。

第10回世田谷ガリレオコンテスト結果発表
（中学生・科学コンテスト）

１月25日に「第10回世田谷ガリレオコンテスト」を開催しました。応募総数1,999点の中から１次審査で入賞９作品が選出さ
れ、入賞した中学生が最優秀賞（ガリレオ賞）をめざして発表を行いました。入賞作品は身近な生活から生まれた疑問や願い
に迫っていくユニークで、バラエティに富んだ内容でした。また、今回は記念すべき第10回目のガリレオコンテストというこ
ともあり、講演講師にJAXA研究員の方をお招きして、はやぶさ２に関する講演をしていただきました。ペットボトルロケット
を研究した生徒をはじめ、会場の皆が楽しそうに聞き入っていました。

会場では、入賞とはならなかったものの入選を果たした10のユニークな作品についても、映像を使って紹介しました。

おめでとう 受賞者の皆さん！（敬称略）

ガリレオ賞
（最優秀賞）

佐藤　　涼（船橋希望中学校・１年） トランプタワーの簡単な土台の作り方
武田　惇慈（弦巻中学校・２年）
武田　和靜（弦巻中学校・２年） 足のニオイを減らす方法

森田　莉萌（東深沢中学校・２年） 長く飛ばせる紙飛行機を作りたい

アイデア賞
（優秀賞）

秀川　裕紀（梅丘中学校・１年） ペットボトルロケット
～安定した飛行を追究する～

松原　尚生（上祖師谷中学校・２年） エチレンガスの植物への影響について

ドリーム賞
（優秀賞）

小倉　佳穏（緑丘中学校・２年） 電気レス省エネエアコンの作成と実験
阿部ことは（梅丘中学校・１年） 葉はなぜ水をはじくのか

サイエンス賞
（優秀賞）

石井　士暖（用賀中学校・１年） エアコンの効率的な使い方の検証

榎本　　樹（奥沢中学校・２年） 食塩水の濃度が凝固や融解に与える影響に
関する実験

児童・生徒の特別表彰
（令和元年度）

教育委員会では、スポーツや文化活動などの大会やコンクールですばらしい成績を収めた区立学校の児童・生
徒を表彰しました。

☆掲載のご了承をいただいた方のみ、掲載しています。[敬称略]

「第２回　世田谷区立中学校ビブリオバトル」開催
２代目チャンプ本が決定しました！

２月１日、世田谷区立中学校教育研究会図書館教育研究部主催による「第２回世田谷区立中学校ビブリオバトル」
を開催しました。ビブリオバトルは、参加者が自分の好きな本の魅力を発表し合い、投票で「チャンプ本」（最も読
みたいと思った本）を決めることから、知的書評合戦とも言われています。

当日の予選会には、各中学校を代表する21名が集まり、それぞれ自分の推薦する本について、熱のこもった発表を
行いました。

本選では、予選で選ばれた5名の生徒たちが、本に託した思いや、自分自身のエピソードを交えながら、自らが推
薦する本の魅力について、活き活きと個性豊かに表現し、会場からはたくさんの拍手が沸き起こりました。結果は僅
差でしたが、ミステリーに対する愛情とユーモアに溢れたプレゼンテーションを披露した、砧中学校の周戸さんが紹
介した「ジェリーフィッシュは凍らない」が、今年度のチャンプ本として選ばれました。

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

発表者の皆さんと紹介本（発表順・敬称略）

発表者 学校名 紹介本 著者

小松　裕人 千歳中学校 15歳のテロリスト 松村　涼哉

武田　涼花 奥沢中学校 たとえ明日、世界が滅びても
今日、僕はリンゴの木を植える 瀧森　古都

山中　慶太 八幡中学校 ドミノ 恩田　陸

佐野　めぐ 上祖師谷中学校 電池が切れるまで 宮本　雅史

周戸　優磨 砧中学校 ジェリーフィッシュは凍らない 市川　憂人

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

チャンプ本
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問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

そこにいるお客さん全員が腹を抱えて笑い、何故か全員が涙を流す、
そんな音楽会が常にやりたい

世田谷区在住で、作曲家・舞台音楽家として活躍さ
れている宮川彬良さんにインタビュー。子どもの頃
のお話や、現在の職業をめざしたきっかけ等、さま
ざまなお話を伺いました。（詳しくはWEBで！）

将来を決めるきっかけとなった、子ど
ものころの出来事
―現在のご職業をめざすきっかけとなったエ
ピソードについて、教えていただけますか。

３歳くらいからピアノを習ってはいたもの
の、本当に練習しない子だったんです。それ
が一変して、「これはやりたいんだ！」と気
づいたのが、小学校5・6年生の頃ですね。
ビートルズの『Let It Be』という映画を観た
中で、ポール・マッカートニーが、譜面を見
ずに両手でピアノ弾いていたんですね。習っ
ている気配がないにもかかわらずです。

音楽をやりたい人は、元々音楽・音そのも
のに興味があるはずなんですが、「習う」と
なると目で情報を入れることになり、抵抗が
あるわけです。ところが「あっ、音だけで、
感覚だけでやっている人たちもいるんだ！」
ということを、そのシーンから子どもながら
に理解したんでしょうね。

それから、『Let It Be』のイントロのピア
ノソロをレコードで何回も聴いて、いわゆる
“耳コピ”をし始めて。そのうちに、演奏が
趣味になりましたね。
―作曲家になりたいという思いも、そのころ
から抱いたのでしょうか。

思いだけは小学校１年くらいから明確に。
父がかっこよかったからです。当時の“将来
の夢”を書く作文に、「僕は作曲家と編曲家
としてもやっていきたい」と書いたら、大人
にすごいウケて。

僕の父は「ウケてなんぼ、人が喜んでなん
ぼ」という音楽をやっていたので、私の中で
も、そのマインドが先立っていましたね。
―父である宮川　泰様は、宇宙戦艦ヤマト
や、ザ・ピーナッツの作曲等で有名ですが、
お父様も作曲しながら、TV出演等なさってい
ましたね。

そうですね。家で譜面を書いて忙しそうに
して、家からマネージャー達と出かけてい
く。 後 日TVを 見 る と「 あ っ、 パ パ 映 っ
た！」みたいな。

家での父、外での父それぞれを一連で見る
ことで、構造やプロセスということに興味を
もちましたね。
―作曲を始めたのはいつ頃からですか？

小学校３年の夏休みの宿題で自由研究が
あったんですけど、気づけば８月30日くらい
になってしまって…。その時ふと「よし、作
曲だ！」と思ったんですよね。

で、思いつくままメロディーを作って、
『朝のすずめ』って、それらしいタイトルを
つけて。

結果的に僕の担任は、誰も見たことがない
5重丸をつけてくれたんですよ。

その先生は、教育のことについていろいろ
なことを考えていらっしゃる方で。「自由研
究はこういうものだ」「宿題はこういう風に
やるんだ」とか…それも一つの尺度だけど、
本当はいろいろな尺度があるということを、
僕はズバッと球を投げちゃったようなんです
よね、きっと。

全ての仕事に通じる思い
―TV、舞台とさまざまに活躍されています
が、今後チャレンジしたいことについて教え
て下さい。

僕の究極の目標は少し抽象的だけど、そこ
にいるお客さん全員が腹を抱えて笑い、何故
か全員が涙を流す、そんな音楽会が常にやり
たい。それは音楽会か、ミュージカルかもし
れないし、オペラ、バレエかもしれない。だ
から、全てにそういうことを思い描きながら
取り組んでいるということは一貫しています。
―「笑わせたい」「感動させたい」という思い
が、音楽番組でのMC等に表れているように
感じます。

やっぱり人間、笑った後でなきゃ泣けない
ですよね。コンサートでもミュージカルでも
TVでもそれは同じ。思わず笑っちゃった後
に、「ああ、これは結構深い話だったんだ…」
という気付きがあったり、揺さぶられた末
に、泣いたり感動したりっていうのがあるん
だと思います。

子どもこそ自分の師匠。大人へのメッ
セージは…
―子どもたちへのメッセージをお願いできま
すか。

うーん。僕からは言いにくいですね。子ど
もこそ自分の師匠だから。この職業で僕みた
いなクリエイターは、子どもには全く敵わな
いからね。むしろアドバイスしてほしい、大
人に。

ただ、（子どもに）教える方の大人に対し
ては、昔から一つの提案をしているんだけ
ど。具体的には「演劇をやろう」、「クラスで
劇を作ろう」ということです。

インタビュー

教えて！せたがやの星
第1４回

僕の出た中学校では、毎年演劇祭というの
があって、各クラス１演目。２日間かけて発
表するんです。

すると、普段陰に隠れていた人がすごい名
優だったり、科学が好きな人は照明を選んだ
りね。絵が得意な人は舞台背景や美術、僕み
たいに「音楽やりたい！」っていう人もい
て。全員が何かしら発揮できるんですよ。
―強みを活かせるということですね。

皆が多方面から一つのことに向けて協力し
合うということなので。全員にとって輝く場
所が必ずあって、それがとても公平に感じま
す。演劇をやると、バランス感覚、数学、国
語の読解、社会背景、科学、音楽、体育、美
術…「総合芸術」っていうくらいだから、全
部必要になるんですよね。

僕の場合、高校で人形劇の作曲や、演出も
やっていました。すると何年も後に、NHK
で『クインテット』という人形劇の番組をや
る機会に恵まれたり…何事も無駄にはならな
いというか。学校で得たそういう経験は皆さ
んにも知ってほしいし、役立ててほしいと思
います。

宮川 彬良（みやがわ・あきら）
作曲家・舞台音楽家／1961年東京都出身
劇団四季、東京ディズニーランドなどのショーの
音楽で作曲家デビュー。その後、数多くのミュー
ジカル・舞台音楽を手掛ける。代表作に「ONE 
MAN'S DREAM」「身毒丸」「マツケンサンバⅡ」
など。
演奏活動にも精力的に取り組み、『コンサートは
ショーである』を信条に、さまざまな企画のコン
サートを日本全国で行っている。作曲、編曲、指
揮、ピアノ演奏、解説すべてが自身によるそのコ
ンサートは、多彩なスタイルを披露、幅広い層に
親しまれている。また、コンサートでよく演奏す
る「風のオリヴァストロ」は、のちに歌詞がつけ
られ代表作のひとつとなった。
NHK Eテレ「クインテット」、NHK BS２「どれみ
ふぁワンダーランド」、NHK BSプレミアム「宮川
彬良のショータイム」で音楽担当ならびに出演。
歌劇「あしたの瞳」、アニメ映画「宇宙戦艦ヤマト
2199／2202」、NHK 木曜時代劇「ちかえもん」、
NHK 連続テレビ小説「ひよっこ」の音楽、祝祭音
楽劇「天保十二年のシェイクスピア」など、その
活躍の場は多岐にわたる。

作曲家・舞台音楽家

宮
み や

川
が わ

　彬
あ き

良
ら

さん
★インタビュー全文は区のホームページ

（右のQRコード）に掲載しています。
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