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の活用でまちだの教育

　　～ ICT機器導入の効果～
同時編集が可能…協働学習が変わる
共有が容易………対話が変わる
可視化が短時間…授業展開が変わる
編集履歴が残る…指導が変わる
場所を問わない…教員の働き方が変わる

　町田市では、質の高い教育環境を用意するためにICT環境の整備をすすめてきましたが、国が高速
通信ネットワークと1人1台端末環境を整備する「GIGAスクール構想」を提示したことから、2023
年度までの実現を目指してきました。今回の新型コロナウイルス感染拡大による臨時休業を受け、国はGIGAスクール構想の実現を加速するとしており、
町田市においても、2020年度内に児童生徒へのタブレット端末貸与と教室へのネットワーク環境整備を目指しています。子どもたち一人ひとりに個別
最適化された学びを提供するため、これまで以上にICTを活用した教育に取り組んでいきます。

　町田市では「町田発未来型教育」として、2017年度から、Chromebookを活用した授業を行ってきました。今後、１人１台端末が貸与されること
により、学校でいつでもG Suite for Education※1の機能を使うことが可能になります。また、クラウド型学習支援コンテンツが一人ひとりの理解度・
習熟度に応じた課題を提示することにより、子どもたちが個別最適化された学習に取り組むことができます。
　家庭においてもオンライン上で、学校での学びを実践することができるようになります。そのため、ICTを活用した学習を、家庭学習や長期休業期間
中の学習にも役立てていくことができるようになります。

現在の活用状況と今後の見通し

町田市教育委員会委員　井上 由奈（いのうえ ゆな）氏を紹介します

　我が家には中学生から保育園児まで4人
の子どもがおり、とても賑やかです。
　料理をし、今日あったことを話しながら
食卓を囲む時間が一番幸せです。
　また新しいことを知り、学ぶことが好き
です。何歳になっても向上し続けたいと考
えています。

私の好きなもの
　教育格差をなくしていくため、ま
た敷居の高いイメージの教育委員会
を身近に感じていただけるように、
働くお母さん代表として、地域・学
校・行政をつなぐ橋渡しになってい
きたいと思います。よろしくお願い
致します。

抱　負
　井上氏は4人の子どもの育児の傍ら、小
山田南小学校の「保護者と教職員の会」本部
役員や町田ときわ保育園の保護者会本部役
員を務めるなど、教育分野において積極的
に活動しています。
　町田市議会の同意を得て2020年4月から
町田市教育委員会委員となりました。任期
は、2024年3月31日までです。

経　歴

お問い合わせ 指導課� ☎ 042・724・2867
教育センター☎ 042・793・2481

オンライン上で先生や友達と
話し合うことができる

オンライン上で課題を配布
したり、課題を提出したり
することができる

自分の考えをすぐに友達に伝
え、共有できる

アンケートをリアルタイムで
配布・集計し、授業の中に生
かせる

同時編集で、友達と協働して
課題解決ができる

学校

家庭

大型提示装置
タブレット端末の画面を表示させる装
置です。資料を拡大して映したり、子
どもたちがリアルタイムで
同時編集しているファイル
を映したりできます。

Chromebook（クロームブック）
市内各校に導入しているタブレット端末です。GIGAスクール構想に基づき、全児童
生徒に1台ずつ貸与します。ファイル共有機能による協働学習に加え、オンラインコンテンツ
を活用して子どもたち一人ひとりに個別最適化された学習を提供していきます。

タブレット端末を使わないときは書庫にしまい
ます。盗難防止のために鍵をかけ、タブレット
端末の充電を行います。

電源キャビネット

アクセスポイント
タブレット端末をインター
ネットにつなぐための機器
です。各教室数十台のタブレット端末
を同時に使用するため、快適な速度で
使えるよう高速大容量のネットワーク
を整備します。

ICTを活用して多様なまとめ
方ができる

自分の考えと友達の考えを比
べながら考えを深められる

学校では… 家庭では…

学習支援コンテンツによ
り、一人ひとりの理解度や
習熟度に応じた内容の学習
ができる

※1  G Suite for Educationとは
　Google社が無償で提供しているクラウド型の総合アプリケーション。
ワープロ、プレゼンテーション、表計算などの機能を持つ。複数名でリア
ルタイムに同時編集を行うことが可能。

町田市では、ICTを活用した授業を推進する
ために、ICT授業支援員を採用し、学校や教
員への技術支援を行っています。

ICT授業支援員等のフォロー

ICTを活用した 情報収集
情報活用 個別最適化

ICTの活用ICTの活用 でこれからの学校教育が  でこれからの学校教育が 変わります!!変わります!!ICTの活用 でこれからの学校教育が 変わります!!
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※左のQRコードからアクセスする
ことができます。
まちだの新たな学校づくり 検 索

　審議会日程や使用した資料、議事録、アンケー
ト報告書などは町田市ホームページに順次掲載
していきますので、ぜひご覧ください。

地域の核となる学校に！！

放課後活動が充実！！

統廃合
すると…

2044年度までに
築60年の学校55校

老朽化した学校

2040年度までに
約30%減少

子どもの減少

教育環境が充実！！

「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」審議スケジュール

未来の子どもたちにより良い教育環境を未来の子どもたちにより良い教育環境を未来の子どもたちにより良い教育環境を未来の子どもたちにより良い教育環境を未来の子どもたちにより良い教育環境を
2040年度に向けた新たな通学区域と新たな学校づくりの議論を進めています2040年度に向けた新たな通学区域と新たな学校づくりの議論を進めています

お問い合わせ 教育総務課　☎ 042・724・2172まちだの新たな学校づくりって何だろう？

通学区域（中学校区） 通学区域(小学校区)

町
田
地
区

9 町田第一中学校
13 町田第一小学校

14 町田第四小学校

10 町田第二中学校 15 町田第二小学校

16
・町田第六小学校
・高ヶ坂小学校
・南大谷小学校11 南大谷中学校

17 町田第五小学校

12 ・町田第三中学校
・山崎中学校

18
・町田第三小学校
・本町田東小学校
・本町田小学校

19 七国山小学校

南
地
区

13 南中学校
20 南第一小学校

21 ・南第三小学校
・南第四小学校

14 つくし野中学校
22 ・つくし野小学校

・南つくし野小学校
23 鶴間小学校

15 成瀬台中学校 24 ・成瀬台小学校
・成瀬中央小学校

16 南成瀬中学校
25 ・南第二小学校

・南成瀬小学校
26 小川小学校

通学区域（中学校区） 通学区域(小学校区)

堺
地
区

1 ・堺中学校
・武蔵岡中学校

1 ・相原小学校
・大戸小学校

2 小山ヶ丘小学校

2 小山中学校
3 小山小学校

4 小山中央小学校

忠
生
地
区

3 ・忠生中学校
・小山田中学校

5
・忠生小学校
・山崎小学校
・図師小学校

6 ・小山田小学校
・小山田南小学校

4 木曽中学校 7 ・忠生第三小学校
・木曽境川小学校

鶴
川
地
区

5 鶴川中学校 8 ・鶴川第一小学校
・大蔵小学校

6 鶴川第二中学校
9 ・鶴川第二小学校

・鶴川第三小学校
10 三輪小学校

7 真光寺中学校 11 鶴川第四小学校

8 ・薬師中学校
・金井中学校 12 ・金井小学校

・藤の台小学校

日 程 まちだの新たな学校づくり審議会
新たな学校づくりのあり方検討部会

2020年10月～
2021年1月

アンケート調査、意見募集結果をもと
に、新たな通学区域のあり方などを検
討。

①新たな学校づくりの基本理念
②新たな学校づくりの基本方針
③学校施設機能のあり方

2021年2月～ 3月 「(仮称)町田市新たな学校づくり推進計画」

2021年4月 審議会答申
　「(仮称)町田市新たな学校づくり推進計画」答申 

2021年6月 教育委員会
　「(仮称)町田市新たな学校づくり推進計画」策定 

2040年度の
通学区域はどうなる？

審議状況を詳しく確認するには？審議状況を詳しく確認するには？

2040年度町田市立学校の2040年度町田市立学校の
新たな通学区域新たな通学区域
（アンケート調査案）

　2020年6月に実施したアンケート
調査・意見募集では、新たな通学区域
（アンケート調査案）を示してご意見を
伺いました。
　通学区域や新たな学校づくりについ
て、2,572人と6団体から延べ6,921
件という多数のご意見をいただきまし
た。ご協力いただきありがとうござい
ました。
※この案では、通学区域統合の検討対
象校の組み合わせのみ「○○小学校・
○○小学校」という形で示しています。
学校名を示す順番は、原則として各地
区における学校の創立順に示していま
す。

計画はいつごろできる？

　教育委員会では、児童・生徒数の減少（2040年度までに約30％減少）や学校施設の老朽化（耐用年数60年を迎える55校の更新費用約2,600億円）
を契機として、未来の子どもたちにより良い教育環境をつくるために、2020年5月に「まちだの新たな学校づくり審議会」を設置しました。
　審議会では、2020年6月に「2040年度の新たな通学区域（アンケート調査案）」を示してアンケート調査と意見募集を実施し、学校統廃合を含め
た新たな通学区域について、いただいたご意見をもとに議論を進めています。
　また、学校統廃合を行う際に建設する新たな学校について、「学校教育の場（未来の学校教育の変化に対応できる学校施設）」、「市民生活の拠点（例：
防災、地域活動、スポーツや生涯学習の拠点）」、「放課後活動の拠点（例：学童保育、放課後子ども教室、部活動など）」の将来像を見据えた学校施設
整備のあり方についても、アンケート調査・意見募集でいただいたご意見をもとに議論を進めています。
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将来を担う人が育つまち

　将来を担う子どもたちの成長を支えるには、地域と学校が連携・協働し、社会総掛かりで教育を行うことが必要となっています。現在、町田市
では、地域住民や企業・団体等の参画によって、学校を核とした「授業補助」「学習支援」「学校生活の安全支援」「文化・スポーツ体験」「福祉学習」、
さらには「郷土学習」「環境学習」「自然体験」「部活動支援」「環境整備」「安全・安心な居場所づくり」など、子どもたちを育むための様々な教育
支援活動が、全市立小・中学校で展開されています。地域の力が活かされ、地域社会のつながりが強まることで、子どもたちが豊かな体験・深い
学びを通して、考える力・取り組む力や社会性を身に付けられることが期待されます。
　今回は、2019年度に実施された活動のいくつかを紹介します。なお、2020年度は新型コロナウイルス感染予防に対応し、各校ともに活動を休止・
中止、或いは活動内容を変更して実施するなどしています。

まちだのまちだの

連絡先 学校支援センター・指導課　☎ 042・724・4069

地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動

　食育「食べられる野菜
作り」の学習では５年生
が米作りをしています。
地域の方や農業専門家の
指導を受けて、代掻き、
田植えから稲刈り、精米
までの全作業に取り組み
ます。田植えでは「足が
抜けなくて焦った」「大
変だった、だから楽し
かった」など米作りの苦
労の一端を体験しまし
た。

苗がたおれないよ
うにするのはむず
かしいなあ。

米作り 田植え 南大谷小学校

　町田第一中学校では、
授業での学習をさらに
しっかり学ぼうと考える
生徒たちが放課後学習教
室「アシスト」で勉強して
います。地域の皆さんが
先生として指導に当たり
ます。生徒たちからの
様々な相談にのってお
り、子どもの居場所とし
ても大切な役割を担って
います。

ここに補助線を
引いてみたらど
うかな。

放課後学習教室 町田第一中学校

　町田第四小学校では、
地域の皆さんや保護者の
方々による児童登下校時
の交通安全確保・生活見
守り活動が、雨の日も雪
の日も休むことなく続け
られています。「この安
全確保活動は、自分のや
りがいです」と語る地域
の皆さんによって支えら
れています。

登下校の見守り 町田第四小学校

おはよう
ございます。

今日も元気だね。

　南第一小学校３年生が
オリンピック・パラリン
ピック競技種目を体験す
る授業で、町田市スポー
ツ推進委員の指導を受け
ました。ボッチャはリオ
大会で日本が銀メダルを
獲得した団体球技です。
歴史、ルール、投げ方な
どを学んだ後に試合を行
いました。子どもたちは
チームで作戦を立てなが
ら試合に臨んでいまし
た。

ボッチャ 南第一小学校

投げ方を工夫すると、
最後に逆転できるチ
ャンスもあるんだ。

パラリンピック
競　技

　「町田茶道会」の皆さん
による「茶道」の授業を、
相原小学校６年生が受け
ました。礼の仕方、お茶
の点て方･飲み方を体験
しながら、日本の歴史、
文化について学びまし
た。自分が点てたお茶を
楽しそうに飲む児童、正
座から立ち上がることが
できずに転んでしまう児
童など様々でした。

伝統文化 茶道

はい！

相原小学校

お辞儀は３種類
あるのですよ。

　町田ボランティアセン
ターの地域支援スタッフ
による車椅子体験学習が
高ヶ坂小学校で行われま
した。
　４年生全員が交替で車
椅子の乗車体験、介助体
験をしました。「車椅子
を使っている人がこんな
に不自由な生活をしてい
るのを初めて知った」な
どと気づく体験でした。

福祉学習 車椅子 高ヶ坂小学校

小さな段差にも
気を付けながら
押します。

あ、わかった！
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お宅に"古
こ

文
もん

書
じょ

"が眠っていませんか？ 自由民権資料館では、地域の歴史を伝える古文書など
歴史資料の整理・調査・保管に取り組んでいます。

持ち込まれた古文書 二酸化炭素燻
くんじょう

蒸
（殺虫・殺卵処理）

中性紙封筒へ封入し
封筒に情報を記入

整理順に箱入れ

情報をデータ入力
年代順等に並べ替え
中性紙保存箱に収納

収蔵庫で保管

古文書・歴史資料は1点ずつ整理し、一定の温湿度の収蔵庫内
に保管することで、史料の劣化が進まないようにしています。

野津田町897
☎042・734・4508

自由民権資料館

上記以外のことでも、歴史資
料についてお気軽にお問い合
わせください。

市民の学び
市民の文化的財産

歴史に学ぶ　コレラの話

おうちでコンサート

ご自宅でも楽しまないと！
コロナ川柳

まちだ子育てサイト
オンライン学習開催中！

自宅周辺で再発見！
まちだの一枚

エコレンジャーになろう!!
～まちだの環境について考えよう！～

音楽に合わせて
身体を動かそう！

やさしいヨガで健康に！

知人から古文書の
相談を受けた

古文書を
整理してほしい

自宅の蔵を
壊そうと思う

自宅から古文書が
出てきた

古文書の保管に
困っている

こんな時は、　

　まず連絡を!! 自由民権資料館に預けた古文書はどうなるの？

刊行物
講　座

研　究
展　示

　町田市は都内でも有数の遺跡がある地域です。縄文時代を中心に約200
点の考古資料が展示されている考古資料室について、学芸員がわかりやすく
解説しています！

【動画】町田の考古資料室って知っている？！

　町田市でボランティア活動を行っている大学生が集合し、コロナ禍で感じる地域への想い
やwithコロナでの地域活動のあり方などについて、オンライン生配信を行います。
※当日の閲覧には「Zoom」アプリが必要です。後日、録画の配信を行います。

【総合健康づくり月間Webイベント】学生活動報告会ガクマチEXPOミニイベント
「オンラインだけどつながりたい！を生配信！」

中空土偶頭部
愛称「まっくう」

自由民権資料館
Twitter

借用…整理などのため一時的にお借りします。
寄託…資料館で保管する契約を結びます（所有権はそのまま）。
寄贈…資料館の所蔵となります。

自由民権資料館での史料保管には次の方法があります。

★�ほかにもさまざまなコンテンツがアップされています。
　新たなコンテンツも随時公開予定！お楽しみに♪

＼　ご 自 宅 で も、L e t ' s  生 涯 学 習！　　　  ／＼　ご 自 宅 で も、L e t ' s  生 涯 学 習！　　　  ／＼　ご 自 宅 で も、L e t ' s  生 涯 学 習！　　　  ／

↑マニャミン ↑マナブゥ

現在までに公開した学習コンテンツは40以上！（11月現在）
　歴史や音楽、お子様と一緒に楽しめる動画、皆さんから寄せられた川柳など…楽しいコンテンツが盛りだくさん！

マニャミンたちの
ぬりえ公開！

Twitterアカウント
@machida_manabi

マニャミンとマナブゥの
“オンライン学習”

生涯学習センター
Twitter

生涯学習NAVI
好き！学び！

町田　オンライン学習 検 索 町田　生涯学習ナビ 検 索

ご自宅でも、生涯学習！ 最新情報のチェック！ 講座・イベント情報誌

ピック　
アップ

　生涯学習センターは、町田市の生涯学習の拠点として、市民の皆さんの学習活動を支援している施設です。
新型コロナウイルス感染症を受けて、自宅でも学習できる「マニャミンとマナブゥのオンライン学習」を配信しています。
今回は、楽しく学べるさまざまなコンテンツの一部をご紹介します。ぜひ、お楽しみください！

14時～
生配信！

土2811

原町田6-8-1
☎042・728・0071

生涯学習センター

お問い合わせ

大学生の想いを
聞いてください！

マニャミンとマナブゥの“オンライン学習”マニャミンとマナブゥの“オンライン学習”マニャミンとマナブゥの“オンライン学習”
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