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いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をつくるための学校を
含めた社会全体に関する課題です。いじめ問題への対応は、学校にお
ける最重要課題の一つです。

世田谷区では、平成26年3月に「いじめ防止基本方針」を策定しま
した。児童・生徒の尊厳を保持する目的のもとに、世田谷区、学校、
家庭、地域その他の関係機関が相互に連携しています。国の「いじめ
防止対策推進法」や世田谷区の「世田谷区子ども条例」等をふまえ、
いじめの防止（いじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事態へ
の対処）のための対策を推進しています。

本号では、いじめを未然に防止し、傍観者をつくらないための取組
みをご紹介します。

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

いじめ防止の取組み
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いじめは、「どの学校にも、どのクラスに
も、どの子にも」起こりうる、子どもたちに
とって最も身近で深刻な問題です。

平成29年3月に文部科学省が改定した「い
じめの防止等のための基本的な方針」では、
「傍観者をつくらず、いじめを止めるための
行動をとる重要性を理解させるとともに、主
体的な態度を育成する指導を行う」ことが新
たに盛り込まれました。

世田谷区では、いじめ防止は、傍観してい
る子たちの存在に着目し、いじめに正面から
向き合い、自ら考え、行動できる子どもを育
成することが大切だと考えています。

授業の様子

視点2「自分たちにできることは何？」の授業
動画を視聴し、どのような行動がいじめを抑止することにつながる

かを考える授業の様子です。
本授業を通して、子どもたちは、一人で止めるのは難しくても、い

じめはいけない、ゆるさないという気持ちを行動に表すことで、いじ
めが起きにくい雰囲気が生まれ、いじめを抑止することにつながるこ
とを学びました。

シンポジウム「社会に開かれた教育課程について」
～これからの子どもたちの新しい学び～

●教育推進会議　天笠　茂 氏（千葉大学教育学部特任教授）による基調講演
天笠氏をお招きして、社会に開かれた教育課程を実現するために、学校教育や

教師に期待されることを題材とした講演を行いました。今後新たな社会を担う人
材に「主体性」や「当事者意識」が問われる中での、人生を通して学び続ける基
盤をつくる学校の重要性や、一人ひとりの能力適性などに応じた指導等といった
新しい時代に対応した義務教育の必要性についてお話していただきました。

●総合教育会議　「子どもの自己肯定感をはぐくむ」
教育長による、学校現場での「キャリア教育」等の実践を通して「子どもたち

の自己肯定感をはぐくむ」をテーマにした報告があり、その上で、区長と教育委
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

・自己肯定感は社会を生きるためにも必要で、日常生活の中で養われていくと感じま
した。

・学校がどのような教育目標を立てているか保護者も認識して、家庭での子どもに対
する声かけ等共有して育てていくことが必要だと考えています。

・ICTを活用することによって、さまざまな意見を子どもたちで共有でき、多様性を大
事にできることで新たなイノベーションを生み出せると考えています。

などの意見が出ました。

●来場者アンケートより
・地域に開かれた教育課程の実現をめざす大切さがわかりました。
・（教育長の報告を聞いて）自分たちの地域でできることを1つでも実践していきたいです。
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

7月25日 教育推進会議・総合教育会議

【授業で使用した動画】
「Friends-Tillsammans」

https://www.youtube.com/watch?v=ozn6OXMvhaM

授業後の保護者の声

大勢といることが楽しい人、１人でいる
のが楽しい人、いろいろな人がいて、い
ろいろな考えがあります。「さまざまな
個性の子がいる中で相手を尊重する」こ
とを身につけてもらいたいです。

動画配信について
11月9日に実施した教育推進会議・総合教育会議から、動画の配信を開始します。
会議の詳細は、次号で紹介します。　https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/011/003/005/d00140191.html

「傍観している子」から「制止グループ」へ

授業づくりの視点

いじめの継続や深刻化には、
「いじめる子」と「いじめられる
子」以外の「はやしたてる子」や
「傍観している子」が大きく影響
しています。いじめの継続や深刻
化することを防ぐためには、傍観
している子の中から、制止する子
をつくることが必要です。そこ
で、右記の視点で、授業等に取り
組んでいます。

この子たちに当事
者意識をもたせ、
いじめを制止する
力のある集団に育
てる。

いじめの４層構造

いじめられる子 いじめる子 はやしたてる子 傍観している子

面白い
やられる方が悪い

自分には
関係ないから

かわいそう…
でも、怖い

いじめ防止
の

取組み

視点 1
いじめって何？

視点 2
自分たちに
できること
は何？

視点 3
どんなクラス
にしたい？

いじめの認識の個人差に気付き、
どのようなことが「いじめ」な
のか、「いじめ」とけんかの違い
について考える。

いじめに気が付いた
時、自分たちにできる
ことは何かを考える。

互いのよいところや多
様性を認める活動をと
おして、子ども同士の
つながりを深める。

―傍観者にしない―

―ご家庭でも話題にしてみて下さい―
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研究開発校
世田谷区立の幼稚園、小・中学校においては、論理的な思考力、創造力、コミュ

ニケーション能力などの育成をめざし、現代的な課題について設定したテーマを2
年間かけて研究する「研究開発校」というしくみがあり、今年度もさまざまなテー
マでの研究が進んでいます。今回は、平成30年度から2年間の研究を進めている4
校（グループ）の研究を紹介します。

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

AI（人工知能）時代をむかえる今だからこそ

STEMスクール（烏山小学校）

烏山小学校では、これからの「高度情報化社会」「超スマート社会」をたくましく生きていくために必要な
科学技術やものづくりの知識とスキルを、さまざまな教科等で子どもたちに体験させながら身につけさせる
カリキュラムについての研究を進めてきました。

子どもたちは、算数や理科、図画工作、総合的な学習の時間などでの学びを結び付け、ICTを活用しなが
ら、プログラミングや実験、制作、ものづくりに熱心に取り組みました。その結果をもとにして、どの小学
校でも活用できるSTEM＋Art（芸術）を学ぶカリキュラムと授業の事例を発表しています。

※S（science：理科）　T（technology：技術）　E（engineering：工学）　M（mathematics：数学）＋A（art：芸術）

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

CM（カリキュラム・マネジメント）スクール
（船橋希望中学校、船橋小学校、希望丘小学校、千歳台小学校）

船橋希望学舎では、「カリキュラム・マネジメント」（教育目
標を達成するため、教科等を横断的な視点で組み立てていくこ
となど）についての実践的な研究を、小・中学校合同で進めて
きました。

子どもたちは、9つの学年すべてで、教科の学びと総合的な
学習の時間、教科「日本語」の新聞、演劇、学校図書館を活用
した学びを結び付けて考え表現します。そして、豊かな語彙、
読解力、表現力、コミュニケーション能力を高めていきます。　

この研究では、ことばの力を高めることに焦点を当てた年間
計画や、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業の実践
例をまとめています。

自ら考え進んで表現する情操豊かな児童の育成

ARTSスクール（山野小学校）

山野小学校では、人間本来の豊かな情操や新しいものを創造する力に着目し、学校全体で才能や個性を発
揮したり、芸術性や表現力を伸ばしたりする教育活動について、研究を進めてきました。

特に子どもたちによる主体的な表現活動を重視して、三大フェスタ（スポーツフェスタ、やまのフェス
タ、ミュージックフェスタ）の場面を取り上げました。子どもたちは、独創的で芸術的なアイディアを出し
合い、協力して取り組むことで、情操をはぐくみ、お互いを尊重する気持ちを高めていきます。

学校として、芸術性や表現力を高めるという目的で、さまざまな教育活動を計画的に進める方法について
まとめています。

21世紀以降のグローバル社会を生きる子どもたちのために

GLOBALスクール（桜丘中学校）

桜丘中学校では、世界が密接につながっていくこれからの
時代に合わせ、英語教育を中心に、国際理解やオリンピッ
ク・パラリンピック、ICTの活用などを柱とした研究を進めて
きました。

子どもたちは、家庭科の時間に英語でコミュニケーション
をとる授業を体験したり、理科でロボットや3Dプリンター
などの最先端のICTを操作したりする活動を通して、チームで
問題を解決する力や批判的に考える力、豊かな国際感覚など
の21世紀型スキル※を身につけています。

※21世紀型スキル：21世紀以降のグローバル社会を生き抜くために必要
な能力で、批判的思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力等
が該当します。

中学校のNIEタイム　
月に1回、全校生徒
が新聞を読む取組み
です。

演劇的手法につい
て、専門家を招いた
学舎合同の教員研修
を行い、スキルを高
めました。

魅力発見！
せたがやの区立学校

スポーツフェスタ
四色対抗の競技や独創的
な応援は見応えがありま
す。

やまのフェスタ
子どもたちのアイディア
いっぱいの小劇は観客の
反応を受けてさらに盛り
上がります。

ロボットを使って、
社会に役立つロボッ
ト機器を考えてプロ
グラミングしまし
た。

電気の通り道の学習
の発展として、その
仕組みを生かしたお
もちゃづくりに取り
組みました。

3Dプリンターを
使って理科の授業
を行いました。

日本料理をすべて
英 語 で 習 う「CLIL」
の授業の様子です。
※CLIL  =  Content 

and Language Inte-
grated Learning
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２階のゾーニング

１階のゾーニング

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施設概要をお伝えします。

新しい教育総合センターでは、教育研究・教職員研修、教育総合相談などの機能をバージョンアップします。また、
新たな乳幼児教育支援センター機能やほっとスクール城山を移設し、学校や幼稚園等の運営を、以下の運営方針に基づ
き総合的にバックアップしていきます。

連載
④

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 （施設概要）

学びコラム
「新しい『学習指導要領』に

込められた願い」

これからの社会が、どんなに変化し
て予測困難になっても、子どもたち
が、自ら課題を見つけ、自ら学び、自
ら考え、判断して行動し、それぞれに
思い描く将来を実現することが、「新
学習指導要領」のねらいです。

教育総合センターは、世田谷の教育
をバックアップする事業を展開してい
きます。

【完成イメージ】

Ⅰ　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。

Ⅱ　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
を提供していきます。

障害や性、文化などの多様性へ
の理解を深める心を育み、地域や
世界の中で共生する力を育てます。

Ⅲ　子どもたちの学びを支え
る環境の整備

子どもに向き合う教員の研究・
研修や教員支援を行う学びのス
テーションの機能をもたせます。

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。

教育総合センター運営方針

建設スケジュール

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月

教育相談スペース
学校生活や子どもの特性など教育に関する相談にお

応えし、学校や関係機関と連携して、切れ目なく支援
します。

ほっとスクール
ほっとスクール城山を移設予定です。不登校児童・

生徒の心の居場所をつくります。

研究ゾーン・研修スペース・大研修室
小・中学校の教員、幼稚園教諭、保育士等が、教材

開発や研修などを行います。また、学習指導に向けた
研究会も行います。

交流ゾーン
区民が気軽に訪れ、世田谷の教育に関する情報に触

れることができ、乳幼児教育などに関するイベントや
ミニ講座も実施する予定です。

広場
就園・就学前の子どもが外遊びを通じてさまざまな

体験をできる広場です。また、園庭のない保育所等に
も広場を提供する予定です。

※基本構想でのイメージイラストです。

広場

解体工事 新築工事 開設
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世田谷区では、幼稚園、保育所等における遊びや生活を通した学びを小
学校教育に円滑に接続するために「世田谷版アプローチ・スタートカリ
キュラム」を作成しました。

幼稚園・保育所等（アプローチカリキュラム）においては、小学校を意
識し、協同的な遊びや体験を通じて、こころ（豊かな人間性）　まなび（豊か
な知力）　からだ（健やかな身体）をキーワードに身につけさせたい力を整
理しました。また、小学校（スタートカリキュラム）では、幼児教育の学
びを生かしながらよりスムーズな移行により落ち着いた学校生活を送るこ
とをめざします。

アプローチカリキュラム ＜幼稚園・保育所等　5歳児＞

幼児教育の協同的な遊び・体験を生かし、小学校生活への期待をもてるように

スタートカリキュラム ＜小学校　第1学年　年度当初＞

幼児教育ではぐくまれた学びを生かし、安心して小学校生活が始められるように

学びが変わる―子どもたちの未来を見据えて―

つなごう！学びのバトン！
世田谷版アプローチ・スタートカリキュラム

幼 児 期 の 学 び を 小 学 校 の 学 び へ よ り ス ム ー ズ に つ な ぐ た め に

心の安定 ＝ 落ち着いた学校生活
幼稚園や保育所等で親しんできた手遊びや歌、クイズ等を取り入れ、他の児童とコ

ミュニケーションをとることで、緊張で張りつめている児童の気持ちをほぐし、学校
生活を楽しく始めるきっかけになります。

幼児期の学びを生かす ＝ 自己肯定感を高める
幼稚園や保育所等の遊びや生活を通して得た自己肯定感が小学校での生活や学習の

基盤となります。

した学びと、小学校入学当初の活動とが、より円滑につながるように作成しました。「世田谷版アプローチ・スタートカリキュラム」は、幼稚園・保育所等での遊びを通

幼児期の学びを小学校につなげる 幼稚園や保育所等の遊びや生活で学んだことは
小学校での学習の基盤となります。 幼児期の学びを小学校の学習に生かす 幼児教育で身に付けたことは

小学校の指導につながっています。

こころ
（豊かな人間性）

まなび
（豊かな知力）

からだ
（健やかな身体）

活動例
掲示物や絵本などの絵や
文字を使って手紙を書く

ねらい
皆が気持ちよく過ごせる
ためのきまりを知る

区立幼稚園・認定こども園
～質の高い幼児教育を実践しています

問 幼児教育・保育推進担当課　☎5432-2714 FAX  5432-3028

世田谷区立の幼稚園・認定こども園は現在8園あります。すべての園と
接続先の小学校ともに世田谷版アプローチ・スタートカリキュラムを実
践し、より円滑な接続をめざします。

幼稚園名 所在地 電話番号
① 給田幼稚園 給田4－7－11 3308－2790
② 八幡山幼稚園 八幡山1－27－25 3302－5707

③ 多聞幼稚園
（認定こども園） 三宿2－25－9 3413－7612

④ 松丘幼稚園 弦巻5－21－10 3426－5453
⑤ 三島幼稚園 深沢5－11－5 3703－0213
⑥ 中町幼稚園 中町4－38－21 3704－0477
⑦ 砧幼稚園 喜多見6－9－11 3416－8630
⑧ 桜丘幼稚園 桜丘5－2－19 3426－1862
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NIEをご紹介します。
NIEは「教育に新聞を」（Newspaper in Education）の頭文字をとったものです。学校などで、新聞を

使って授業をおこなうことはこれまでもありましたが、新しい学習指導要領に、小・中学校・高等学校すべ
てで、情報を活用する力を育てるために新聞を活用することが明記されました。

新聞には、記事、ニュース、論説、広告などのたくさんの情報があります。教科等の内容に合わせて新聞
を授業で活用することで、ことばの量を増やしたり、時事問題を考える力も高めたりすることができます。

すべての区立中学校で、週に一回、新聞の論説を読んでまとめ、自分の意見を書く活動を継続していま
す。さらに、子どもたちが毎日新聞を読む機会をつくり、NIEを積極的に進めている小・中学校がありますの
で、紹介します。

緑丘中学校では、毎朝、すべてのクラスに新聞を配布しています。クラスごとに日直の生徒が新聞から気
になる記事を選び、選んだ理由や自分の考えなどをスピーチする取組みが定着しています。

また、船橋希望学舎（船橋希望中学校・船橋小学校・希望丘小学校・千歳台小学校）では、新聞記事を教
材にして、多様性の大切さについて考える道徳科の授業を行ったり、身近な問題や課題を話し合う社会科や
総合的な学習の時間を進めたりしています。朝の時間に「NIEタイム」も設けています。このように、小・
中学校が連携してNIEに取り組んでいる学び舎もあります。

英語教育を支えるALT（外国人英語教育指導補助員）

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

区立中学校では、ALTを配置し、生徒が毎日の学校生活の中で、ネイティブから「生きた英語」を聞き、
会話を楽しむ豊かな体験をできるよう、英語の授業だけでなく、英語以外の教科や休み時間、部活動等、学
校生活のさまざまな場面で交流しています。

富士中学校ALTのエリザベス先生は、保健体育や美術等の実技教科や放課後の部活動等で、生徒と一緒に活
動しながら、「グッド、ジョブ！」と声をかけてハイタッチをするなど、楽しく取り組んでいます。こうした
活動はすっかり日常のことになり、生徒も先生との英語でのコミュニケーションを積極的に楽しんでいます。

体育の授業にて。（右から4番目がALTのエリザベス先生） 放課後の華道部にて。さまざまな場所で、英語でコミュ
ニケーションを取っています。

「おーい　せたがや」ダンス披露

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

いよいよ来年に迫ったオリンピック・パラリンピック東京2020大会に向けて、現在いろいろな準備を進め
ています。

子どもたちに「からだを動かすことの楽しさ」や「おもてなしの心」などをはぐくみ、大会を盛り上げる
ことができるように、区の歌の「おーい　せたがや」にあわせたダンスが完成しました。総合監修は、TRF
で活躍中のS

サ ム

AMさんです。
8月3日に行われた「せたがやふるさと区民まつり」では、代沢小学校の子どもたちがSAMさんをはじ

め、プロのダンサーのみなさんと一緒に、「おーい　せたがや」のリズムに合わせて、ダンスを披露しまし
た。会場からは、大きな拍手がわきおこり、SAMさんも子どもたちもみんな笑顔で、充実したステージにな
りました。

編集後記

「いじめ」は、子どもの生命や心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、教育を受ける権利を著しく侵害してい
きます。今号でご紹介した取組みのように、世田谷区教育委員会ではいじめを許さない環境づくりに向けてさ
まざまな取組みを進めています。

今号が、手に取った皆さまに、少しでも「いじめ」について考えるきっかけとなれば幸いです。
次号10８号は令和２年３月に 発行予定です。お楽しみに！問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

ダンスを披露するみなさん「せたがや」の頭文字「S」を手で形作って
記念撮影しました。

読み比べのための6社の新聞記事と新聞
コーナーの特集記事の掲示状況です。

教科係がその教科に関わる新聞記事を切
り抜き、コーナーに掲示したものです。

その日の担当者が選んだ記事とその感想や
友達の意見などをまとめ掲示したものです。

中国との交流（Touch the World）
7月27日、中国広東省の小・中学生が訪問し、弦巻にある教育センター2階の「Touch the World」※で世

田谷区の子どもたちと交流しました。
お互いの国の生活や学校の一日を英語で紹介し合ったり、けん玉やこまなど、日本の伝統的な遊びに一緒

にチャレンジしたりするなど、交流を楽しんでいました。日本と中国の教育や子育てについて付き添いの保
護者同士が意見交換をするなど、子どもも大人も充実した時間となりました。

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028
※Touch the World…楽しく世田谷区や日本の文化・異文化について知ることができる

多文化体験コーナー。

会場をデコレーションして歓迎しました。

お互いの国の学校生活の様子を
英語で紹介しています。

浴衣の着付け体験をした中国の子どもたちとごあいさつ。
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“How（どうやって）”よりも“Why（なぜ）”。
なぜやりたいのか、なにをしたいのかを考え、言葉にすることが大切。
将来を決めるきっかけとなった、小学生
の時の思い
―幼少期は、どのようなお子さんでしたか？

野球ばかりやっていました。小学生の頃は、
学校に行くか、少年野球チームで野球をやる毎
日でした。もうひとつは、宇宙開発への思いを
持ち始めました。ある時、父から、JAXA（宇
宙航空研究開発機構）、当時のNASDA（宇宙開
発事業団）の会社案内のパンフレットを渡され
ました。その時、とてもワクワクして、そこで
働きたいと思ったのが、その後に繋がっていま
す。幼少期の「いいな」と思った気持ちって、
後々活きてくる気がします。

私は今、大学院で教鞭をとっています。そこ
でよく言っていることは、How（どうやって）
も大切だけれど、Why（なぜ）を考えること
が重要で、それを言葉にすることで自分に問い
直し、人に伝えることが大切だということで
す。その上で、What（なにを）そして、How
を考える。Whyは、自分で考えるべきことで、
他 人 が 考 え る べ き こ と で は な い で す が、
What、それ以上にHowについては自分以外の
人や組織が力を貸してくれることって多くある
と思います。一人では到底できないこともあり
ますしね。そのためには正しく言葉にして伝え
ることが欠かせません。Whyそして、Whatに
関して強い信念や気持ちがあって、それが周り
に伝われば、Howは色々な手段があることが
多いですし、時を経てその手段が増えたり、容
易にできるようになったりすると思います。私
の宇宙やスポーツに携わりたいという気持ちの
Whyは、小・中学校で培われたと思います。

―当時の思いを貫き、JAXAに就職された
とのことですが、その時のWhyは何だった
のですか？

一番は、「宇宙に行きたい」。もうひとつは
「誰もが宇宙に行けるような仕組みを実現した
い」。JAXAに入っても誰もが宇宙飛行士になれ
るわけじゃないですけれども、宇宙飛行士と共
に時間を過ごすことが多いので、どういう人が
宇宙飛行士になれるのかがわかりますし、「誰
もが宇宙に行けるような仕組みを実現したい」
ということにも挑戦できると考えました。

転職を決めるきっかけとなった先輩のア
ドバイス
―その後10年以上ロケット開発や人工衛星
の開発に携わったあと、今の慶應義塾大学
に転職されたとのことですが、どのような
経緯があったのでしょうか。

2008年に10年ぶりに日本で宇宙飛行士候補者
の選抜試験があって、初めて受験したのです

が、結果的に合格できなかったのです。その時
に、慶應義塾大学からシステム・デザイン・マ
ネジメント研究科（以下「慶應SDM」）という
大学院が新しくできるということで声をかけて
いただいてそちらに転職しました。「JAXAに居
続けるだけではなくても、いろんな経験を積む
ことが宇宙飛行士になる可能性を広げることに
もつながると思うよ。」と、先輩の星出彰彦宇
宙飛行士にアドバイスを頂きました。その時は
日本ラグビーの聖地、秩父宮ラグビー場のクラ
ブハウスにいたのですが、その場で転職を決
め、翌年の春に慶應SDMに移りました。

―慶應SDMでの教育研究では、俯瞰的に考
えるシステム思考と、感性を大切にするデ
ザイン思考を融合させると伺いましたが。

ものごとの構成や繋がりを多視点で捉えると
いうことで、色々なものを組み合わせて価値の
あることを実現したい時に、どうすれば効果
的、効率的に価値を生み出せるかを考える考え
方です。研究では、ラグビーなどのスポーツ
で、選手に装着するGPS受信機や心拍計のデー
タを用いて選手の怪我の予防や効果的なトレー
ニングを実現するシステムや、アジア各国の小
規模農家を対象に人工衛星データで農地、スマ
フォデータでそれぞれの農家の農作業の様子を
把握し、収入やリスク予測するシステムについ
て取り組んでいます。まちづくりもまさにシス
テムデザインです。その街が5年後、10年後に
どうありたいか、それはなぜか、ということを
考え、言葉にし、それを街の関係者で共有する
ことはシステムデザインで最初にやるべきこと
です。そして、街をシステムとして捉えた場合
に、街には何があって、どう繋がっているかと
考えると、住んでいる方、働いている方、遊び
に来ている方がいて、物理的なものとしては学
校や商店街、駅などがあって、それぞれが様々
な機能を持っています。街をシステムとして捉
えた場合、その街にあるものの繋がりを増やし
たり変えたりすることで今までとは違う価値を
生み出すこともできます。

―在住の尾山台でも、「おやまちプロジェク
ト」というプロジェクトを創設されて、そ
のような取組みをなさっているとお聞きし
ました。

当時の尾山台小学校校長の渡部先生の「学校
と街、双方にとって価値のあることを実現した
い」というお話をある時伺いまして、その時か
ら定期的に校長室や商店街の議論に加わること
になりました。学校って、校舎や校庭といった
空間だけでなくて、子供をその学校に通わせて
いる家族との繋がりによるコミュニティがあり
ます。一方、商店街に目を向けると特に尾山台
の商店街は、2代目のみならず、3代目、4代
目って続いているお店も多いので、年代を越え

インタビュー

教えて！せたがやの星
第13回

た繋がりを持つコミュニティが存在していま
す。そのふたつのコミュニティを繋ぎ合わせる
と今までとは違った価値が生まれるはずという
ことで渡部先生と東京都市大学の坂倉杏介先
生、商店街の高野雄太さん、そして私、この4
人が発起人となって取り組みを始め「一般社団
法人おやまちプロジェクト」を設立しました。
住民の方々も様々な知識や経験、知恵をお持ち
なので、常にWhyやWhatを考え、言葉にする
ことで、尾山台の街により良いシステムを実現
することができるのではないかと考えています。

―最後に、子どもたちへのメッセージをお
願いします。

世界の様々な学校や教育機関との関係があり
ますが、日本の小・中学校の教育や様々な取り
組みは本当に素晴らしいと思います。ここでも
HowよりWhyが大切だと思います。なぜこの
勉強をしているんだろうっていうことを考え、
言葉にすることが重要です。この10年で、より
一層新しいテクノロジーやデータを手にするこ
とが簡単になってきました。スマフォのみなら
ず、ドローンや3Dプリンター、人工知能な
ど。それに触れることを躊躇しないで欲しいな
と思います。今の小・中学生は、新しいテクノ
ロジーやデータについて先生よりも知識もスキ
ルも長けていることが多くあると思います。普
段、先生にいろいろなことを教えて頂いている
のですから、面白いテクノロジーやデータにつ
いて、先生に教えてあげるくらいのマインドを
持ってもらえると、一緒にワクワクした未来を
つくれるはずだと思っています。学校の周辺に
は商店街や大学、駅のみならず、様々なところ
があるので、Whyを大切にして、是非、そんな
ところに飛び出して欲しいなって思っています。

神武 直彦（こうたけ・なおひこ）
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメン
ト研究科教授
宇宙開発事業団、宇宙航空研究開発機構、欧州宇宙
機関を経て現職。アジア工科大学大学院招聘教授も
兼務。専門分野：宇宙システムから街づくりまで社
会技術システムのデザインとマネジメント。日本ス
ポーツ振興センターハイパフォーマンス戦略部アド
バイザーなども歴任。
著書：「位置情報ビッグデータ」（インプレスR＆
D）など。「社会課題解決型宇宙人材育成プログラ
ム」のデザインで、グッドデザイン賞2017を受賞。
「開発で生じる時間と場所の活用とデザイン」で、
グッドデザイン賞2018・ベスト100を受賞。
世田谷区在住で「おやまちプロジェクト」の発起人
を務めている。

大学教授

神
こうたけ
武　直

なおひこ
彦さん

人工衛星を含むさまざまなセンサーからのデー
タを活用した海外の大規模農場のサポートか
ら、国内における地域の交流や活性化を促す取
組み等、多岐にわたるプロジェクトに携わる神
武直彦さんにインタビュー。
慶應義塾大学の日吉キャンパスで、子ども時代
や現在のご活躍に至るまでさまざまなお話をう
かがいました。（詳しくはWEBで！）

問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

★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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