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町 田市長
石阪

丈 ―鳳と

2021年 月 2月 3日
少人数 学級 を実 現す る会

要望書
時下ますます ご清栄のこととお慶び申し上げます。
私たち少人数学級 を実現する会は、1月 13日 に要望 書を提出 しま したが、町田市の事務局 のみな さま・
まちだの新 たな学校 づ くり審議会 のみなさま、市議会文教社会常任委員会 のみなさまにお読み いただき
あ りが とうござい ま した。 また、 1月 25日 の審議会 におきま して も、熱心なそ して誠意 のこもつた論議
をしていただきま したこと、会員 一同感激致 してお ります。 前
えにあ りが とうございま した。
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先 日の審議会 では、堺地区の統合校が相原小・堺 中に決ま りま して、安培 いた してお ります。 しか し、

そうなりますと、ゆくのき学園が廃校になる可能性が出てきましたので、再度要望書を提出いたします。
1月 25日 の資料 11と 事務局 の説明によれば 、4〕 点の主な特長 があるものの、児童 e生 徒数 が減 って
い ることや開校以来単学級が続 いてい る事の弊害、また 、野球やサ ッカー な どの人数 の多 い部活 ができ
ないな どによって 、保護者 の一部 か ら不満 の 内容のアンケー トが あった ことが報告 されま した。その後、
審議会 のみなさまか ら、デメ リッ トはあるものの廃校にす るには惜 しい とい うご意見 も話 されま した。
私たちは、ゆ くの き学園は町 田市に とつて な くてはな らない学校 だ と思 つてお ります。 この度様 々な

方4ら 聞き取り調査をしましたので、その内容をしたため、要望いたします。
「相
大戸地区の歴 史 と文化財 。
方言・民話な どについて調べ ていた時の事 です。あるお年 を召 した方 に、
原小か ら分かれて大戸分教場を

2回 作 ってい るのですが、どうしてですか ?」 と尋ねま した。 そ うす る

と、その方は、
「交通 の便 が不便だ とい うことももちろんあったが、一番大きな理 由は、大戸 の
地区に学校があった方
が良 い と考えたか らだ。小学校は、近 い方が いい I歩 ける うが いい !大 戸地区は人王 子の近 くまであ
'よ
るか らね。今の大戸小までで も歩いた ら 30分 くらいはかかる
。だか ら、大戸分教揚は、今 の相原幼稚園

の所 に作 つたのだ。俺たちはもうあと 10年 もすれば死んで しま うだ ろ う。 しか し、子 ども達は、 これか
らの社会 を担ってい くのだ。 この大戸 の 自然や地域の人達 の思 い を忘れない でほ しいのだ。団地 がで き
て、子 どもの数 が 増 えて、新 しい学校が建 つ と聞いた時は、ほん とに喜んだ ものだつた。大戸小学校は、
この地域 の宝 だよ。」
と、このよ うに教 えて くだ さいま した。

2012年 小中一 貫ゆくの き学園が開校 してか ら、施設一体郷
望一貫校 であるこ とを生か した充実 した小 中
連携 を行 つてきま した。そのことは、 2020・ 3・ 20付 のまちだ の教育に詳 しく掲載 されて い ます。
コロナの流 行によ り、直接見学す る こ とはで きませんが、ゆくのき学園 のホー ムペー ジの 「
学校生活」
1

資料２

に大変詳しく機載されておりますので、いくつかご紹介したいと思います。写真は、ホームページの写
・
真を撮らせていただきました。

1,自 然環境を生かした教育
町田市の西のはずれに位置 してお りますので、都会 には近いが 自然がたくさん残つてお ります。また、
校地の中には自然林 (大 戸の森)が あり、昔の雑木林の面影を残 しております。 コナラ 9ヒ ノキ・イヌ
シデ・ コゴメウツギなど約 30種 類の樹木が 自生 してお り、タヌキ・野ウサギ・ イタチな どの電b物 、キジ
バ ト・ シジュウカラなどの鳥、また、カブ トムシ・ クフガタも住んでおります。

北側には、相武カン トリークラプと法政大学が隣接 しており、高いビルが建ち事がない、ほとんど自
・
然のままのところです。また、少し西に行くと、大地沢青少年センターもあります。

ゝ *.1ド
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大戸の森 に密をしかけた

ハンモ ック作 り

'大

腑￨

Ⅲ、
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地沢で林業体験

また、大戸小の販地の南側から、清水が湧いていたことから、大戸小 10周 年記念事業により、地域の
みなさまの助けを借 りて、「蛍の里」を作 りました。6月 になると、子ども達は蛍が飛び交 う姿を見るこ
とができます。そ して、20周 年記念事業では、中庭にビオ トープを作 りました。そこでは、ヤギ 2頭 (2
代 日)シ ロとハ クを育てていま坑

蛍 の里の清掃

雪 をかぶ つた ビオ トー プ

ヤギのンロ とハ ク

大戸小 と武蔵岡中では、同 じ給食室で温かくおい しい給食を作つており、食 の大切 さも学んでお りま
す。お米 と麦を作って、収横 した米・麦は、給食 の時、みんなでいただきます。 これ らの作業は、地域
の方々が手伝つてくださつたり、教えて くれた りしていますど

稲 メlfり

藁 で 、縄 を作 る
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麦 畑 を耕 して ヽら う
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2,き れ いな学習環境 を作 る

′

開校 当時 か ら「花 の きれ いな学校 」 として町田市か ら表彰 されてい ます。それは、児童生徒 が全員 で
花 の苗を植 えた り、水 をあげた り世話 を しているか らですと また、ゆ くの き学園にな った とき、校庭 が
芝生にな りま した。この芝生 を美 しく保 つために、児童生徒は じめ、地域 の方 々、教職員 が 「芝生 の 日」
を決めて芝生の世話 をしてい ます。

芝生の 日

花苗 の植え込み

ヽ

美 しい花

3,縦割 り班活動で伸良く
年間を通 して縦割 り班活動 の時間 を設け、学年が違 って も名前 を覚 え、大きい子も小 さい子 も遊びを
通 じて仲良くなつてい きます。小 さい時 か らの良い人間関係 は、中学生になつても続 きます。

6年 生の リー ダー シップで
名前を覚 えよ うグーム
縦割 う班活動
4,小 ・ 中教員 による相互乗 り入れ授業の実施
小 。中学校教員それぞれの教員がお互いの授業に参加する連携授業を日常的に行うことで、きめ細や
かな指導や専門性を生かした指導を行つていま汽 (1・ 25資 料 11よ り)
先生方は、小学校 。中学校すべての子 ども達の名前を知ってい るそ うです。

理科 の授業

骨の学習

i

中 とが小 1に 教 える

5,小 学校 5年 生か らの中学校部活動へ の参加

バ スケ ッ トボール

バ ドミン トン
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6,地域や近隣の大学 との連携 による多様な教育活動
地域、学生 との連携・ 協力 して、中学校 の放課後 自主学習 の場である 「学び の場」 と補充学習や小学
生の放課後学習教室 「ゆくのき塾」、体験学習な どを実施 しています。 (同 資料 11よ り)

ゆくのき塾

放課後英語教室

翔末試験前補 習

7,少 人数ならではの授業
大人数の学校では得 られない、ていねいな授業を受けることができます。

琴 の授業

ビオ トープ出前授業

柔道 の授業

育休中の先生に生命 の誕生を学ぷ

英語 の授業

心肺蘇生法を学ぶ

8,合 同運動会をはじめとする各種合同行事
合同運動会や児童会 と生徒会が協力 して全校生徒が参加するレク リエーションを企画するなど、小学
生 と中学生による合同行事を実施 しています。 (同 資料 11よ り)
1生徒会 守児童会は、多 くの学校で自治あ力がなかなか育たない とい う悩みがありますが、ゆくのき学
園では、立ち合い演説も行われ、公正な役員選挙も行われています。

予
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生徒会役員選挙

学習発表会
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ホームペー ジを読みなが ら、大変素晴 らしい教育活動 をされてい る事に、感動致 しま した。他の小中
学校 には見 られない学校生活 が この学校にあ ります。先生方の教育にかける情熱 と地域 の方 々の学校 を
愛す る心がなければできない教育内容です。
このよ うに様 々な教 育活動 を計画 し、実践す ることは とて も時間がかかる、困難な ことに違 いない と
思 いますが、 この よ うな こ とができるのは、どうしてか ?と 考えてみま した。

例 えば、中学生に「1年 生に体育の授業をしたらどうだろ うか ?」 と提案 したとします。他の学校なら、
「どうしてそんな面倒な事をやるのか ?」 「ちびとなんかや りたくない I」 「そんなことをやるよりも、
俺たちだけでサッカーや りた―い。」とい う声が上がらないでしょうか ?
で も、ゆくのき学園の中学生たちは、嬉 々として小学生に教えています。 これは、小学生の時から、
縦割 り班活動で低学年の時は、上の学年の子から教えて もらう楽 しさを教えてもらい、高学年になつた
ら、ジーダーシップをとる責任 を自覚 して、中学生になっているからではないで しょうか。教 え教えら
れることがふつ うになっています。この力は、卒業 してどんな職業に就 く場合も必要な力だと思います。
生 きる力を育てると言いますが、9年 間の間にこうした生きる力が育っていると言えるのではないでし
ょうか。
また 、ゆ くのき学園 では、周 りの 自然環境 を生か した教育活動 を実践 してお ります。他 の学校 で、 こ
のよ うな事をや りた くともできないです。
お米を作 り、麦 を作 り、縄 を作 る、この作業には、 トラクター を持 つて来て、耕 して くれる人が いる、
稲刈 りを教えて くれ る人がいる、縄 を作 る機械 を持 って来て くれる人がい る。 ハ ンモ ックづ くりを教え
て くれ る人 、蜜 の作 り方 を教 えて くれ る人、本 の切 り方 を教 えて くれ る人な ど地域 にはこ うしたスタッ
フが 多いのです。
ゆ くの き学園は、地域 とともに歩む学校 と行 つて も過言ではない と思います。
ゆ くの き学園には 、数人 です が、学区外 か らゆ くの き学 国 を選んで入学 。転校 され るお子さんがお ら
れ ると聞い てお ります。 この よ うなお子 さんを受け入れ て、育てていることも聞 いてお ります。入 って
来 られたお子 さん も、先生方 の手厚 い指導 と子 ども達 の励ま しを受 け、自分 に 自信 を持 ち、 リー ダー と
イ
して成長 したお子 さん もお られ ます。
大人数 の学校 では、 自分 を見失 いか けた子 も、少人数 の学校で過 ごす こ とに よつて 、様 々な体験を通
して 、人間 のや さしさにふれた り、動物に触れあ うこ とによって、心 が潤 つて くるお子 さんもお られま
す。 もし、ゆ くの き学園が廃 校 になった ら、少人数 の学校 で ようや く自信を取 り戻 したのに、大人数 の
学校に長 い時間 をかけて登校す ることによって 、また、 自信 を失 うこ とになるのではないか と心配 して
お ります。
1月 25日 の審議会で、事務局 の方か ら、不登校児 のた めの学校 にらぃて少 し言及 が あ りま したが、不

登校児だけを集 めることは、あま り良い事だ とは言 えない とい う研究が一般的です。不登校児は、何 ら
かの理 由で 自分に 自信 を失 つて しまつた と考 えられます。コロナによって休校が行われま したが、6月 に
分散登校 にな り、 ク ラスの人数 が半分になった ら、登枝す るよ うになつた とい う報告 もあります。少人
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数学級 が 、そ の子に 自信 を与えて くれた と言 つて も良 いか も しれ ませ ん。

かつての大戸小・ 武蔵 岡中の卒業 生が選 んだ職 業は、看護師・介護 士 e保 育 士 こ葬祭業 ・ リサイ クル
業・建設業・建築業な ど人間に直接関わる仕事 が多 いよ うです。皆 さんが 自信 を持 つて生 きてお ります。
そ して、かつ て 自分達が勉強 した大 戸小・ 武蔵岡中の学区に、結婚 と同時に規世代 の近 くに住む人 も少
な くありません。子 ども達が この地域 を愛 してい るか らです。

以上の事から言えるのは、学力は点数だけではない とい うことです。 これからの時代、単なる知識の
詰め込みだけの受け身の教育では役に立ちません。知識を応用 し、いろいろな課題解決に取 り組む力、
集国の中で自らの能力を主体的 。積極的に発揮す る力が求められます。
このゆ くの き学園には、本 当の意味 での学力を育てる原 ,煮 があると思い ます。 この学校 を選んだ子 ど
も・ 保護者が、2020年 度では、大戸小 131人 、武蔵岡中 74人 いて 、地域・ 教職員 が一体 とな って研究
し作 り上げているとい うこ とに、2012年 小中一 貫教育 「ゆくの き学園」を構想 し、設 立 した町田市は、
自信 を持 つて も良いのではないか と思い ます。2016年 に国も小 中一 貫教育を提唱 しているわけです から、
ゆ くの き学園 の教育 の成果 を全 国 に向けて発信す るときではな いで しょ うか。 ゆくの き学園があま りに
も知 られていないこ とがとて も残念 です。

2020年 、 コロすの流行によつて、人々の生活、動向が変わ ってきま した。 コンクリー トの ビルの 中か
ら、緑 の多 い地域へ の移住 が言われ るよ うになつて きま した。 リモー トでで きる仕事 に移行す る会社が

増 えてきたからです。町田市も都会に近く、 しか も緑の多い 自然豊かな地域 としてこれからも発展 して
いつてほしい と思つてお ります。
大戸の地域 も、自然を求める人たちが集まつてくることは確 かです。町田市もゆくのき学園を存統 さ
せたことは、先見の明があつた と言われるようになることでしょう。
町 田市長、まちだの新 たな学校 づ くり審議会 のみな さま、教育委員会 のみなさま、市議会文教社会常
任委員会 のみなさま、町田市事務局 のみな さま、私 たちは、みな さまの賢明なご判断 を信 じて 、下記 の
よ うに要望 いた します。

記

1,小 中一貫校 『ゆくの き学園」を廃校 に しないで くだ さい。
少人数学級 を実現す る会
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