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 小田原市教育委員会 

  教育長  前 田 輝 男 様 
 

                         小田原市社会教育委員会議 

                          議長  遠 藤 豊 子 
 

   提言「生涯学習でつなぐ次世代育成～世代間交流を通した人づくりへの 

提言～」の提出について 
 

 私たち、平成２２年８月１日に委嘱された今期の小田原市社会教育委員は、平成２０年

３月に前期委員が提言した「『次世代育成』を推進するための提言～ふれあい・育ち合い・

世代をつなぐ～」を参考に、次世代育成を考慮した生涯学習・社会教育事業についての調

査研究活動を行ってまいりました。 

 このたび、２年間の任期の集大成として標記のとおり提言書を提出いたします。 

小田原市が社会教育・生涯学習行政を進めていく中での一助になれば幸いです。 
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はじめに 

 

少子化、核家族化、孤立化が進んだ今日、家族内・地域・隣近所の交流が減少

しました。必然的に子どもと親、子どもと地域の大人との交流が少なくなり、周

囲との付き合いが薄れてきました。祖父母から親、親から子、子から孫への世代

間での教育もままならなくなり、社会的に世代間交流の必要性が認識されるよう

になりました。これらの社会的変化は、私たち社会教育委員の関心事となり、平

成１６年からは研究テーマともなりました。 

今期は、今までの調査研究をふまえた総まとめとして、具体的なモデル事業案

を盛り込んだ、効果が見込める提言書を教育委員会に提出します。 

次世代育成を子育て、個人の育成だけではなく、総括的な次の世代育成と捉え、

生涯学習を通して何ができるのか、効果を上げる方法などを調査研究しました。 

その結果、平成２０年の提言同様に、地域・行政・教育の各分野が一体となっ

た「世代間交流による次世代育成を明確に位置付けた事業の協働企画実施」が不

可欠であることがわかりました。 

そして、その企画を実施、成功させるための一方策を見つけ出しました。この

後の本文で目新しい視点での具体的提言をします。ご注目ください。 

また、重要キーワードは、「人材育成」、「情報の収集と発信」、「支援」、「広報」

でした。これらはいつでもどこにでも出てくる解決策キーワードです。取り組み

はされていますが、まだまだ不十分です。これらキーワードは裏を返せばそれだ

け重要であるとも読み取れます。更なる施策が必要です。 

今、私たち社会教育委員も、生涯学習で次世代育成がつなげるよう、世代間交

流で人づくりができるよう、活動を継続していかねばと決意を新たにしています。 

そして、この提言が少しでも多く、早急に実現するよう、関係各所の積極的な

対応を期待します。 

末筆ではありますが、調査にご協力いただいた方々に改めて厚く感謝申し上げ

ます。 

 

  平成２４年７月  小田原市社会教育委員会議 
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１．テーマの選定にあたって 

 

小田原市社会教育委員会議の調査研究は、平成１６年からテーマを「心豊かな

小田原をつくるには」とし、分野・事業を限定せず、生涯学習全般にわたり市・

地域の事業などに参加し、実態を調査シートにまとめた。 

翌期の平成１８年からは生涯学習全般を次世代育成に絞り、研究調査を深め、

平成２０年３月に提言「『次世代育成』を推進するための提言～ふれあい・育ち合

い・世代をつなぐ～」を教育委員会に提出した。 

今期は、４年間の調査結果から導き出された「次世代育成には地域・学校・行

政が一体となって行う世代間交流が欠かせない」という総括を念頭に置き、テー

マを「生涯学習でつなぐ次世代育成～世代間交流を通した人づくりへの提言～」

と定め、さらに深く掘り下げた。 

具体的な効果を挙げるために「世代間交流による次世代育成」を明確に位置付

けたモデル事業案を作成し、６年越しの調査研究の総まとめとする。 

 

２．調査研究の方法 

 

 調査を実施するにあたり、委員は地域分科会、行政・教育分科会の二つの分科

会に分かれた。 

まず、テーマにある「次世代育成」にちなみ、それぞれどのような事業が該当

するのかを平成２０年の提言書の内容を踏まえ協議し、調査対象事業の洗い出し

を行った。 

 次に、聞き取り調査を行うために調査項目を定め、調査シート（詳細について

は別冊「資料編」をご参照ください。）を作成した。各分科会で役割分担を行い、

実際に事業を行っている現場や主催者のもとを訪れ、情報収集をしてきた。 

また、平成２３年３月の小田原市教育委員会定例会に出席し、調査研究活動に

ついて中間報告を行い、教育委員からも意見をいただいている。 

こうした調査活動を経て、分科会ごとに①現状、②課題、③提案について整理

し、実現可能なモデル事業案を作成し、いかにしたら効力ある提言書にできるか

も考えた。 

なお、これらの集約については、各分科会から選出された委員で組織した提言

書作成委員会で行った。 
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３．各分科会の調査研究結果 

 

（１）地域分科会  

 

 地域分科会では、市内各地域で市民団体が実施する事業のうち、世代間交流

がなされるであろう事業を調査対象とした。多くの事業のうちステージ発表や

出店に代表される「フェスティバル」と、地域をあげて開催される運動会であ

る「健民祭」を数例ずつ取り上げ、調査した。 

 

① 現状 

 

ア フェスティバル 

 たちばなファミリーフェスティバルは、地域の拠点でもある橘中学校の校庭

で開催されている。校庭いっぱいにフリーマーケット、バザー、ふれあいモデ

ル事業(中学生の模擬店・イベント運営体験=職場体験)、昔遊びなど多数の出店

があり幅広い年齢層の参加でにぎわっていた。またステージでは、幼稚園生か

ら大人まで、多くのグループが様々な演技を披露しており、盛り沢山のスケジ

ュールをこなしていた。橘地区は旧橘町の区域をそのまま引き継ぎ、橘中学校

区ともほぼ一致していて、地域の団結力が強く、「縁」という言葉がしっくり

こない現代社会であっても比較的その言葉を感じられる場所でもある。商工会

に事務局が置かれることにより、他の地域からすればうらやましがられるほど

の専属性と、相応の予算をかけてイベント開催ができている。 

 巡礼サマーフェスタは、人の集まる大規模店横の広場で開催されている。ス

テージでは、子どもから大人までの様々なパフォーマンス集団に発表の場を提

供したり、湘南ＦＣとサッカー少年との交流プログラムが実施される。また、

主催する「巡礼フューチャー」が、地域の活性化と文化の継承を活動目的に掲

げているため、親子三世代・ス―パー盆踊りに重点を置き、事前に踊りの講習

会を開く取り組みも行ってきた。 

 

イ 健民祭 

 地区体育振興会、あるいは地区体育振興会と地区自治会連合会との共催で実

施される健民祭は、子ども会や学校などを巻き込んで市内全域で実施されてい
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る。住民の健康増進だけでなく、交流・親睦を大きな目的に開催されるだけあ

って、参加者も多く、世代間の偏りも少ない。子どもから高齢者まで、多くの

住民が参加しているので、世代間交流の絶好の機会となっている。 

 また、多くの地域で、学校や自治会を通じて中学生の当日運営ボランティア

を募集し、活用している。  

国府津健民祭では当日、放送係として小学５・６年生４名、役員補助として

中学生３０名がボランティアで参加している。終了後には、近くの公民館でお

菓子を食べながらの反省会を持つが、中学生に直接意見を聞く機会を持つこと

は、コミュニケーション手法として双方に有益である。また、生徒の感想にも

あるように、ボランティアをすることに充実感ややりがいを感じることや、裏

方の仕事を経験することは、次世代育成に大きな効果があると思われる。 

 

② 課題 

 

ア フェスティバル 

 どの事業もそれぞれの目的と思いを持って継続的に実施されているが、成果

の出る一方で、課題も抱えている。 

 親子三世代での交流と地域文化の伝承を目指した盆踊りは年々参加者が激減

しているという。また、多くの事業で見られるのが、子どもたちが参加するプ

ログラムが終わるまでは盛況だが、終わると同時に親共々すぐに帰ってしまう

という現状である。これでは、必ずしも世代間交流が行われているとはいえな

い。 

 

イ 健民祭 

高齢者の参加に配慮した種目の選定が課題となっている地域もある。比較的

世代間交流が盛んである地域は課題が少ないが、全市的に見れば出場者集めに

苦慮している地域も見受けられる。例えば、子ども会への未加入者が増加した

ため、子どもの把握が円滑にできず、チーム作りに苦労することもある。 

また、地域自体の人口減少、とりわけ、子どもの人口の減少で、事業そのも

のの存続が憂慮される地域もある。 

 

 「フェスティバル」と「健民祭」、両者に共通した課題となるのが、実行委
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員の高齢化である。積極的に若い世代に声をかけ、運営に引き入れる工夫をし

ている地域がある一方で、進まぬ世代交代に苦慮している主催者もいる。 

 

③  提案 

 同じ時間、同じ場所に異世代の人たちが集まっているだけで、世代間交流と

はいえないのではないか。そこに集う人たちが積極的に関わりあってこそ、次

世代育成につながる世代間交流、すなわち積極的な世代間交流になりうると考

える。 

 現在でも、積極的な世代間交流を意図した事業が各地で実施されているが、

さらに推進するために次のような提案をしたい。 

 

（ア） 参加を促すしかけづくり 

     どんなに意義のある企画でも、参加者がいなければ意味がない。義理や

地域のためという意識の希薄な子どもとその親世代を引き入れるには、そ

れ相応のひと手間を加える必要がある。そのためのキーワードとして「お

得感」と「なじみのあること」が挙げられる。 

     参加費や労力、所要時間に比べて得るものが大きいと、参加の意欲が高

まり、参加の継続にもつながる。参加賞や食事、賞品の当たる抽選会、さ

らにボランティアの場合は、充実感や達成感、評価などが、お得なことと

して挙げられる。 

また、なじみのある実施場所、運営のメンバー、内容等が安心して気軽

に参加できる要素ともなっている。 

（イ） 多世代での協働による開催 

     異なる世代が関わり合いながら、目的達成に向かって考え、共に行動し、

共に成果を確認することで、大人でも子どもでも一人ひとりにできる役割

があることに気付いたり、連帯感が生まれたりする。そのことが、次世代

育成に大きな効果を及ぼす。 
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（２）行政・教育分科会  

 

 ＜行政分野＞ 

行政・教育分科会のうち、行政分野においては次世代育成のための世代間交流

の場として、「地域・世代を超えた体験学習『あれこれ体験in片浦』」「きらめ

き☆おだわら塾」「城下町おだわらツーデーマーチ」「ぴよぴよくらぶ」等を取

り上げ、調査対象とした。なお、近年は行政分野であっても市民協働型が主流と

なっている。 

 

① 現状 

 幼児、小学生から、広く一般の人を対象としているものなど、事業の対象は様々

である。また、参加者同士の交流を目的としているもの、参加者とスタッフ・指

導者との交流が中心となっているもの、２０名から３０名程度が適切なものもあ

れば、数千名規模のものもあり、交流の形や事業の規模も様々である。このよう

な中で、いずれの事業にも共通している点は、参加して楽しいものになるよう様々

な工夫がされていること、スタッフやボランティアの熱意に支えられていること

などである。それらを通じて、各事業が大きな成果を上げている。 

 

② 課題 

 成果を上げる一方、調査の中で多くの課題も出ている。テーマである次世代育

成という点では、参加者による直接的な交流を図る方が効果的であり、事業内容

をそのようなものに変えられるかが課題である。        

また、交流のための適正な規模はどの程度であるかは、事業内容やプログラム

によって異なり、拡大のみに走らないようにすることも重要であると思われる。

事業によっては、安全面や、専門知識の必要性など、交流のために必要な配慮事

項もある。 

 一つの事業としては、どのように広報を行うか、限られた予算の中でいかに効

果的なプログラムが作成できるか、また、どのようにリーダーを育成するのかな

ど、どの事業にも共通する課題が挙げられている。 

 

③ 提案 

 今回調査した事業においては、どの事業も次世代育成を視野に入れた取り組み
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が行われていることがわかった。これをさらに推進していくために次のような提

案をしたい。 

 

（ア） 各事業の目標に「世代間交流による次世代育成」を明確に位置づける 

（イ） 参加者とスタッフやリーダーとの世代間交流も重要だが、参加者同士が世

代を超えて交流できるような事業を数多く展開する 

（ウ） 世代間交流を全面にだした広報活動を行う 

（エ） 国や県等の補助金を活用し、市が実施する事業に予算的な措置を行う 

（オ）研修や情報交換の場の設置、表彰制度やアイデアコンテスト等の実施によ

りリーダーやスタッフの育成に積極的に取り組む 

 

＜教育分野＞ 

 行政・教育分科会のうち、教育分野においては、次世代育成のための世代間交

流の顕著なものとして「スクールボランティア」を取り上げ、調査対象とした。 

 

① 現状 

 小田原市教育委員会の施策として、全小中学校に導入されているスクールボラ

ンティア事業は年に２回、教職員・コーディネーター対象の研修会が行われてい

る。また、実施状況は報告書としてまとめられ、各学校に配布されて情報の共有

化が図られている。 

 どの学校においても、学校とボランティアとの間を繋ぐコーディネーター（学

校外の人）が置かれ、幅広い人材の確保と迅速な対応により、効果的な教育活動

が一層図られるよう努力と工夫がされている。 

 取り組み状況は、学校や地域により様々であるが、子どもたちが、いろいろな

体験や多くの人とのふれあいにより、保護者や地域の人に支えられていることに

気付いて来ている。また、来校した人たちの取り組みは、子どもたちの心豊かな

成長を願ったものとなっている。 

  

② 課題 

 世代間交流による次世代育成という取り組みには、人材確保が大きな鍵となっ

ている。登録制やコーディネーターによる人材情報の確保等、それぞれ工夫がな

されているが、全体としては登録者の活用が十分行われなかったり、子どもの親
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や祖父母という範囲からなかなか広がりにくいという課題が残されているところ

もある。 

 また、よりよい活動を長期的に継続していくためには、コーディネーターの育

成と共に組織の中での交代がスムーズに行われるように工夫していく必要があ

る。 

 全体的にはまだ広報活動の必要性があるように思われる。全市的に行われてい

る年２回のスクールボランティア週間での取り組みや、各校での取り組み状況等、

更なる情報の発信が必要であろう。 

 

③ 提案 

 今回調査した学校においては、スクールボランティアの導入により、次世代を

担う子どもたちが「よりたくましく心豊かに」成長することを願っての世代間交

流の取り組みが積極的に行われていた。更に工夫した取り組みが実践されること

を願って、次のような提案をしたい。 

 

(ア) これらの取り組みが子どもたちの成長の一助となっているという具体的 

   な様子やボランティア活動の様子を、あらゆる機会を通して学校が情報発

信する 

(イ) 人材の発掘や確保には、積極的な情報発信や情報交換は欠かすことがで  

    きないため、情報発信と同時に、全市的なコーディネーター間の情報交換

や、中学校区内の情報交換を定期的に行う等、情報がコーディネーター

に集まりやすくする 

(ウ) コーディネーターの育成は、活動の大きな位置を占めており、年２回の 

市の研修会が大事な研修の機会となっている。質の高い活動が継承され

ていくためには、育成とともに、複数担当制等の工夫により、新旧の交

代が円滑に行われるようにする 

(エ) 組織的な取り組みが必要であるコーディネーターに学校・ＰＴＡ・地域 

 間での情報を共有する 
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４．提言 

「生涯学習でつなぐ次世代育成～世代間交流を通した人づくりへの提言～」 

 

 平成２０年３月の社会教育委員会議の提言「『次世代育成』を推進するための提

言～ふれあい・育ち合い・世代をつなぐ～」では、次世代育成の推進には「①地

域、学校、行政の協働、②事業、行事を通した世代間交流、③事業、行事の企画

運営をする人材の育成」が、必要不可欠であると記述されている。 

 今期の社会教育委員会議では、地域・行政・教育の分野にわたり「世代間交流」

の行われている市内の事業を調査し、それぞれに課題発見と提案を行った。 

これまでの調査研究を踏まえ深く掘り下げた結果、世代間交流を念頭においた

事業が各所で多数実施されているのが確認できた。これらの事業に世代間交流に

よる次世代育成を明確に位置付けた事業の協働企画実施をすれば、さらに大きな

成果を上げられることが分かった。 

そこで、小田原市社会教育委員会議は具体的なモデル事業案を作成し、教育委

員会に以下４つの提言をする。 

 

 

提言１  モデル事業案の提示 

 地域、行政、教育分野の協働による「世代間交流による次世代育成」を明確に

位置付けたモデル事業案３種類。（Ｐ．１０～Ｐ．１３） 

 細部は実施機関の実情に合わせる必要があるが、それぞれの分野で実現可能な

モデル事業案である。 

 

提言２ 地域で活動する人材の発掘と育成 

 市ではこれまでもいくつもの人材育成・指導者養成の講座を実施していて、相

応の効果を上げてはいるが、市の総合計画にいう「地域別計画の促進」や世代間

交流事業の充実を図るためには、それぞれの地域の中に多様な知識、能力を持っ

た人材が多数必要であり、そうした人材の発掘と育成が急務である。 

 また、指導者やコーディネーターの養成講座受講者が、地域で活躍できるよう

に、養成講座を地元密着型出前形式で、自治会と市などの協働で開講できるよう

なシステム作りが必要である。 
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提言３  情報の収集・発信・交換の促進 

 世代間交流を目的とする事業企画は、地域ごとの様々な条件に左右されるもの

の、他地域、他団体の情報を得ることで、新たな発想・工夫が見つかる。各種連

絡協議会等との情報交換会以外にも、同じような事業を展開する市民間の情報交

換、事例発表、視察などを含めた交流の場が必要である。 

 また、事業実施者は、効果的な情報発信ができるように、映像で記録する、参

加者の声を拾うなど事後の総括とフォローをしっかり行い、今後に生かす必要が

ある。 

 

提言４ 学区と自治会区の一致 

 次世代育成に、ＰＴＡを含む学校と地域との連携は欠かせない。現在では、学

校と地域活動団体の地道な努力により、世代間交流に大きな成果が上がっている。  

反面、連携が深まれば深まるほど、連絡調整や広報の仕方、ボランティアの依

頼などにやりにくさを感じることもある。 

さらに、問題を複雑化する原因となるのが学区と自治会区の不一致である。参

加する子どもたちからすると、いつも一緒に学校に通っている子が地域事業にな

ると対象外になってしまうため、違和感を感じることがある。 

  今回、参考として作成した「学区割と自治会区割の関係図（白山中学校区の場

合）」（Ｐ.１４）に見られるように、学区と自治会区とは一致せず、境界線が幾カ

所も複雑に交差している。この現状は、市内において非常に多くの地域で見られ、

学校と地域の連携強化の障害となっている。 

 学区と自治会区を一致させることは早急には無理であるとしても、今後、学区

の見直しや自治会の新設・統廃合などがなされる場合、第一に考慮して欲しい。 

 

世代間交流は年長者から年少者へばかりではなく、後輩から先輩へという逆方

向の流れもある。知恵・経験・元気をもらい、また、元気を発進し、地域で、地

域とともに人づくりをする。活発な世代間交流から生まれる人と人との絆が、住

み良い小田原のまちづくりに重要な役割を果たすことは間違いない。 

世代間交流による次世代育成を意識した事業を組み入れていくことが必要であ

る。今期は、すぐにできるモデル事業案を含め、提言した。教育委員会には、提

言の実現に向け、鋭意努力されることを期待する。 
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（提言１・資料） 

モデル事業案①「お月見でハロウィン」 

日本の一部地域の習慣と現代に馴染みのある西洋のイベントを掛け合わせ、世

代の異なる参加者が、協力して事業の企画・運営を行うことで交流を深める。 

ア 対 象 者  単位自治会に加入の全世帯 

イ 日 時  十五夜に近い土曜日・午後３時～８時 

ウ 場 所  地区公民館 

エ 主催・運営スタッフ  

市民グループ（自治会・子ども会・ＰＴＡ・婦人会・老人会役員、 

元役職のＯＢなど有志で組織） 

オ 運営体制  本  部（運営統括、会計事務、賞品準備、会場運営） 

           広 報 班（回覧用チラシ作成、協力家庭依頼、記録） 

イベント班（運営、手伝い・参加者の把握） 

       調 理 班（材料調達、団子汁調理） 

カ 作業工程  ３ ヶ 月 前  企画検討開始、随時運営会議を開催 

１ ヶ 月 前  チラシを自治会に回覧 

                        お手伝い、お供え物を用意してくれる協力家庭を募集 

           １週 間 前  説明会 

前 日  協力家庭に目印の旗とすすきを配布 

           １週 間 後  運営スタッフ、お手伝いの人で反省会・懇親会 

キ 内  容 

お月見どろぼう… ・ リーダーの中高生と小学生がグループごと協力家庭

を訪問し、お供えしてあるお菓子を集める 

 ・ 道案内や安全指導のために大人が同行する 

・ 集めたお菓子は中高生の指示で全員に山分け 

仮装コンテスト … 審査員は中高生 

団子汁のふるまい … お手伝いの中高生と会場で調理 

ビンゴ大会 … 番号は幼・小学生が順番にひく 

お月見タイム … 星を見ながら静かな雰囲気の中で昔話を聞く 

ク   運 営       ・ 1人３００円 

・ 現物寄付（野菜、団子、菓子、その他食材等） 
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日時 ９月１８日（土）  

  午後３時～８時 
場所 ○○公民館（雨天時 ○○公民館ホール） 

〈プログラム〉       
午後 ３：００  開会   「お月見どろぼう」に参加する子どもたちは集合 
                             コース別にグループ分け 
     ３：３０～       「お月見どろぼう」  
   ６：００～     「仮装コンテスト」 
                           大人も子どもも、一人でもグループでも、 
                仮装をしていれば参加ＯＫ 
                      参加希望者は、５:４０までに登録 
     ６：３０～     「団子汁」のふるまい 
   ７：００～     「ビンゴ大会」「仮装コンテスト」結果発表・表彰 
   ７：４５～８：００ 「お月見タイム」  閉会    
 
 〈参加費〉           一人３００円 （団子汁のみの場合は、１杯２００円） 
  
                 このイベントを盛り上げるお手伝いを是非、お願いします 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        お手伝いの内容 
 中・高校生向け  ①「お月見どろぼう」で子どもたちのリーダーとして、一緒に回り、 
            お菓子分配の仕切りをする人 
          ②「団子汁」調理の補助 
                      ＊「まごころカード」希望の人には、申請手続きします 
 
 大人向け          ③「お月見どろぼう」で子どもたちの付き添いと道案内 
 
 応 募 方 法：９月５日（日）までに、下記「問い合わせ」先まで 

事前説明会：９月１１日（土）午後６時～ ○○公民館にて 
当日は、午後２：３０に○○公民館前に集合 

 
 問い合わせは △△ □□ ℡○○－○○○○  e メールアドレス○○○○ まで 

  主催：○○○○○○  協賛：○○自治会・○○商店会・○○子ども会 

 お楽しみ その 1 
「お月見どろぼう」 

 
 十五夜の日には、お月様にすす
きやおだんご、お菓子をお供えす
る習慣があります 
 子どもたちは、この日だけは、
お供えのお菓子を黙っていただ
いてきても良いんです。ハロウィ
ンと似ていますね 
 グループに別れ、中高校生をリ
ーダーに協力家庭を巡って、お菓
子を集めて回ります。お菓子は、
子どもたちみんなで山分けする
よ 

お楽しみ その２ 

 「仮装コンテスト」 
 
ハロウィンに仮装
はつきもの 
テーマは自由 
  審査の上、 
   ・最優秀賞 
  ・優秀賞２組 
  ・ファミリー賞 
  ・ユニーク賞 
を、決定し、賞品を
差し上げます 

お楽しみ その３ 

 「団子汁」     
地元のお野菜と団
子を一緒に煮込ん
だ温かい団子汁を
振るまいます  

 お楽しみ その４ 

  「ビンゴ大会」 

 全員でビンゴ！？ 

回 覧（案） 
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モデル事業案②「世代を超えて学ぼう、作ろう、遊ぼう、世代間交流講座」 

「早く来い、一味違う手作り正月」をテーマとし、日本の伝統行事であるお正

月など、昔の要素と現代の要素を取り入れた連続講座を開講する。 

ア  主 催  市民生涯学習団体 

イ   対 象 者  幼児～高齢者まで、単身・親子・家族・三世代歓迎 

ウ  日 時  １１月～１２月 毎日曜日 連続５回  

エ  場 所  川東タウンセンターマロニエ 

オ  内 容   

a. パソコン（年賀状作りとゲーム） 

b. 竹細工（祝い箸、マイ箸作り） 

c. お飾り（お飾り作りといわれ） 

d. 昔遊び（はねつき、凧あげ、お手玉、あやとり、コマまわし） 

e. 習字（書き初め、年賀状、今年を表す一文字） 

カ  費 用  

 受講料 １人 １，５００円（３００円×５回） 

 教材費として材料など実費 

キ  講 師   市民教授 講師料無料 

ク  運営スタッフ   市民生涯学習団体 

ケ  運営体制   企    画 … 運営委員 

講 座 運 営 … ボランティア講師 

コ  作業工程    計画立案、市民教授へ講座開催希望調査、 

講座など内容の決定、チラシ作り、ＰＲ、受講者募集、講座

開催、実施報告書作成 

サ  スケジュール  ６月～１２月に「コ 作業工程」の内容を実施 
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モデル事業案③「スクールコーディネーター・スクールボランティア養成講座」 

「世代を超えて学ぼう、教えよう、スクールボランティア」をテーマとし、スク

ールコーディネーター、スクールボランティアの活動に対する理解を深めると共

に新しい人材を発掘する。 

ア  主催・運営 スクールコーディネーター会（仮称） 

※ 市内各校に配置されたスクールコーディネーターで組織し

た会 

イ  共 催   小田原市教育委員会 

ウ  事業予算  市より講師料など５０，０００円 

エ  対 象 者  スクールコーディネーター、スクールボランティア、活動に

興味のある方、今後活動を考えている方 

オ  日 時   ９月～１０月 毎土曜日 連続５回  

カ  場 所  小田原市生涯学習センターけやき 

キ  内 容 

a. スクールボランティアの役割と現状 

b. 専門家による講義 

c. 地域の情報収集と地域などへのＰＲの方法 

d. 先進モデル事業視察と情報交換会 

e. 児童との交流 

f. 体験談、事例発表と関係者との交流、茶話会  

（各回グループ討議を含む） 

ク  受 講 料   無料 

ケ  運営体制  企画・講座運営…スクールコーディネーター会（仮称） 

コ  作業工程  計画立案、講座など内容の決定、講師選定、講師依頼、チラシ 

作り、ＰＲ、受講者募集、講座開催、実施報告書作成 

サ  スケジュール   ４月～１１月に「コ 作業工程」の内容実施 

 

 

 

 

 

 





（１）地域分科会

シート№ 事業の名称 聞き取り・調査実施日

1 東富水地区区民祭 平成22年9月26日

2 新玉地区ふれあいスポーツフェスティバル 平成23年6月5日

3 第15回金次郎桜井まつり 平成23年8月14日

4 巡礼サマーフェスタ2011 平成23年8月27日

5 国府津健民祭 平成23年9月11日

6 第20回たちばなファミリーフェスティバル 平成23年11月3日

（２）行政・教育分科会

シート№ 事業の名称 聞き取り・調査実施日

7 富水地区健民祭 平成22年9月5日

8 国府津健民祭 平成22年9月5日

9 片浦地区健民祭 平成22年9月18日

10 曽我地区体育祭 平成22年10月3日

11 豊川地区健民祭 平成22年10月22日

12 橘南（前羽）地区健民祭 平成23年5月22日

13 新玉地区ふれあいスポーツフェスティバル 平成23年6月5日

14 スクールボランティア（東富水小学校） 平成23年6月22日

15 防犯ボランティア 平成23年6月22日

16 スクールボランティア（酒匂中学校） 平成23年6月23日

17 子育て支援センター 平成23年7月11日

18
地域・世代を超えた体験学習「あれこれ体験
in片浦」

平成23年7月16日～18日

19 ぴよぴよくらぶ 平成23年7月20日

20
きらめき☆おだわら塾　夏休み子どもおもし
ろ学校

平成23年8月25日・26日

21 東富水地区区民祭 平成23年9月25日

22 第13回城下町おだわらツーデーマーチ 平成23年11月18日～20日

５.　調査対象事業一覧

15

　提言書を作成するにあたり、委員は地域分科会、行政・教育分科会に分かれ、次の事
業について聞き取り調査を行いました。調査の詳細については「生涯学習でつなぐ次世
代育成～世代間交流を通した人づくりへの提言～」（資料編）をご覧ください。
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６．小田原市社会教育委員名簿 
 

               任期：平成２２年８月１日～平成２４年７月３１日 

役 職 氏   名 調査研究分科会 備   考 

議 長 遠 藤 豊 子 行政・教育 
（提言書作成委員） 

きらめき☆おだわら塾を運営する会 

副議長 瀬 沼 克 彰  桜美林大学名誉教授 

委員 石 井 政 道  市校長会 

〃 石 川 信 雄 行政・教育 自治会総連合 
在任期間：平成22年8月1日～平成24年3月31日 

〃 今 村 洋 一  
市議会 
在任期間：平成22年8月1日～平成23年4月30日 

〃 長 田 恵 子 行政・教育 
（提言書作成委員） 

公募 

〃 音 淵 洋 子  市校長会 

〃 小山田 大 和 
地   域 

（提言書作成委員） 
公募 

〃 木 村 秀 昭  自治会総連合 

〃 佐 藤   均 行政・教育 
小田原市校長会 
在任期間：平成23年4月25日～平成24年4月18日 

〃 杉 﨑 雅 子 行政・教育 臨床心理士・学校心理士 

〃 鈴 木 敦 子 地   域 市議会 

〃 瀬 戸 昭 彦 行政・教育 
（提言書作成委員） 

市体育協会 

〃 中津川 悦 子 地   域 市文化連盟 

〃 夏 苅   宏 地   域 市校長会 
在任任期：平成22年8月1日～平成24年3月31日 

〃 野 﨑 裕 司  
市校長会 
在任期間：平成22年8月1日～平成23年4月24日 

〃 本 多 克 明  市ＰＴＡ連絡協議会 
在任期間：平成22年8月1日～平成23年4月24日 

〃 眞 壁 誠 一  市ＰＴＡ連絡協議会 

〃 一寸木 正 直 地   域 
市ＰＴＡ連絡協議会 
任期：平成23年4月25日～平成24年5月21日 

〃 横 山 けい子 地   域 
（提言書作成委員） 

市青少年健全育成連絡協議会 

※委員は五十音順 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          小田原市社会教育委員会議  提言書 

               生涯学習でつなぐ次世代育成 

             ～世代間交流を通した人づくりへの提言～ 

                      平成２４年７月 

    発行  小田原市文化部 生涯学習課（事務局） 

             〒２５０－８５５５ 小田原市荻窪３００番地 

             電話   ０４６５－３３－１７２１ 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

史跡等用地取得事業（八幡山古郭東曲輪） 

用地取得予定地 

史跡等用地取得事業（八幡山古郭東曲輪） 

○用地取得スケジュール 

平成２４年４月１７日 土地開発公社が所有者から先行取得 

     ６月１５日 文化審議会から文部科学大臣に史跡追加

指定について答申 

     ８月下旬～９月上旬頃 

           史跡追加指定が告示される 

９月    ９月補正予算で関係経費を計上 

            ※債務負担行為抹消も行う 

９月末   土地開発公社から市が買戻し 

【凡 例】 

国史跡境界 

既取得地 

用地取得予定地 



 

議案第１１号 

 

特別支援学級で使用する教科用図書の採択について 

 

特別支援学級で使用する教科用図書の採択を求める。 

 

  平成２４年７月２４日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男  



平成２５年度使用学校教育法附則第９条による教科用図書採択一覧
小田原市教
育委員会

発行者名 図書 一般図書名 種目 希望理由

コード

508
ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本
わくわくごろりの紙コップ・紙皿でつくろう

図工･美術 具体的に示されているので、図工の指導に最適なため

523
ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本
わくわくごろりのうごくのりものをつくろう

図工･美術 興味を持って取り組めるので、図工の指導に最適なため

Ｂ０２
あかねえほんシリーズかたちのえほん
まる・さんかく・しかくさん

算数・数学 形の弁別の導入に適しているので

G04 からだのえほん４　からだにもしもし 保健・保体 質問形式でわかりやすいため。

I03
あかね書房の学習えほん　ことばのえほ
んＡＢＣ

英語
日常生活で見聞きする英単語がイラストとともに示され、
興味を持たせることができる。

506
自立生活ハンドブック１１　ひとりだち（改
訂版）

技術
将来の生活に必要な技術を身につけさせるのに、適して
いる。

A04
自立生活ハンドブック４　からだ！！げん
き！？

保健・保体 成長や病気に対する基本的なことが学べる

A05
自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどう
ぞめしあがれ

家庭 写真によって、手順が具体的に理解しやすい。

535 こころ・からだ・いのちのえほん５　女の子 保健・保体 女児の身体の変化について理解しやすい。

A06 あそびの絵本６　ねんどあそび 理科
ねんどを使ってお面等を作る技法と作品例が紹介されて
おり、素材の可塑性を楽しみながら創作する楽しさを味わ
わせていくため

Ａ１７
あそびの絵本１７
えのぐあそび

図工･美術
身近な道具を利用して絵の具で描く技法が豊富に紹介さ
れており、いろいろな用具を工夫して使いながら表現する
楽しさを味わうことができる。

B03 知識の絵本３　ひとのからだ 理科
身体の主な働きやつくりなど絵や写真などで紹介されて
おり、視覚的に理解しやすい教材である。

C04
かいかたそだてかたずかん４　やさいの
うえかたそだてかた

技家・生活・
理科

学級園でいろいろな野菜を栽培していて、野菜を育てる行
程がわかりやすく書かれているので、学習に適している。

E01
五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の
絵本

国語
漢字の意味が絵と文字でわかりやすく表現されており、視
覚的にも覚えやすいため。

F08 絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん 理科
野菜の発芽から収穫までの様子を視覚的に捉えることが
できるので、野菜に対する興味関心を広げることができ
る。

Ａ２３ あそびの絵本２３　えかきあそび 図工
動物や魚などの身近なものを描く方法が紹介されており、
描く意欲を引き出すのに適切な教材である。

Ｄ０２ 五味太郎　かずのえほん１・２・３ 算数
わかりやすく示されているので数の学習の導入に適して
いる。

A09 五味太郎の絵本９　いろ 社会･図工
色の名前への興味関心を高め、社会で使われている色
の意味の理解を進めることで、安全面の学習ができる教
材である。

582 絵本　注文の多い料理店 国語 漢字・かな交じり文の視写の練習に適している

717 算数たんけん7わりざんわかったよ 算数･数学
わかりやすく示されているのでわり算の導入のための教
科書として適している。

771 とうさんはタツノオトシゴ 国語 音読の初期段階の練習に適している。

J０４
子どもの健康を考える絵本４　からだが
すきなたべものなあに？

保健･穂体･
家庭

健康にとって必要な食べ物について学習することができ
る。

682
子どものマナー図鑑４　おつきあいのマ
ナー

社会 社会生活に即した、マナーや常識が楽しく学べる。

722
下村式となえて書く漢字ドリル　漢字練習
ノート小学３年生新版

国語・書写 書き順、読み書きをしっかり身につけるために使いたい。

802
下村式となえて書く漢字ドリル　漢字練習
ノート小学５年生新版

国語・書写
繰り返しの練習の後、日常でよく使いそうな言葉で使い方
の確認ができるのが理解しやすかったため。

J05
子どもの健康を考える絵本５　こんなとき
どうするの？

保健・保体
事故やケガの正しい処置の仕方が分かり、緊急時の対処
法や安全や健康について学習するのに適している。

J04
新版　ふしぎ・びっくり！？
こども図鑑　きせつ

理科
自然や生き物の変化を四季折々の行事と共に学習するこ
とで分かりやすい。

524 多湖輝ＮＥＷ頭脳開発５～６歳かんじ 国語・書写 漢字学習の導入段階として適しているので

526
あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぐるぐるかくほ
ん

国語・書写 書くことに親しむことができる

566
おうさまあそびずかん１５　いきもの・くら
し

社会 児童の興味関心を引き出すのに適している。

576 読んで見て楽しむ日本の歴史地図帳 社会･地図 見やすく歴史の学習を楽しく進めることに適している。

627 声に出して楽しんで読もう１年生 国語 音読の初期段階の練習に適している。

730
多湖輝ＮＥＷ頭脳開発５さい　ことば・ぶ
ん

国語 ひらがなの単語や文の学習に適しているので

794 多湖輝ＮＥＷ頭脳開発４さい　かず 算数 発達段階に鑑みて数の学習の導入に適しているので

799
あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬる
ほん

図工･美術 表現する楽しさを味わうことができる

ＮＨＫ出版

あかね書房

育成会

岩崎書店

絵本館

偕成社

学研
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825 ほんとのおおきさ動物園 理科 児童の興味関心を引き出すのに適している。

952 ほんとのおおきさ水族館 理科 児童の興味関心を引き出すのに適している

984 多湖輝ＮＥＷ頭脳開発５～６歳とけい 算数･数学 時計の学習の導入に適している

996
新・学研の英語ずかん　4巻おもしろいか
いわひとくち表現集

英語 日常生活でよく使う決まった表現が学べるため。

C０３ はっけんずかん　のりもの 社会･生活
公共の交通機関について関心を持って学習することがで
きる。

I 12
あそびのおうさまずかん12
リサイクル工作

図工･美術･
理科

身近なものを再利用し、ものづくりをさせるための参考書
として活用できる。

509 ニューワイド学研の図鑑ｉ　一生の図鑑 理科
生き物の一生が詳しく絵や図で書かれ、視覚的にわかり
やすいため。

894
きらり！好奇心　全国鉄道ものしり地図
帳

社会･地図
交通機関を利用してさまざまな場所にいけることを理解す
ることができる。

Ｉ０１ あそびのおうさまずかん1からだ
保健・保体･
理科

写真やイラストがわかりやすく、自分の体の発育や、健康
への意識を持たせることができる。

899
てあそびおうたえほん　てとてであそぼ
う！ひげじいさん

音楽
ＣＤを聞きながら、手遊び歌遊びの活動をすることがで
き、リズム学習につなげることができる。

997
新・学研の英語ずかん　５巻おもしろかい
わ場面別表現集

英語
日常使われる会話を状況別に紹介しており、興味を持っ
て楽しく英語が学習できる。

C04 はっけんずかん　どうぶつ 理科
見たり読んだりするだけでなく、たくさんの仕掛けを楽しみ
ながら動物の世界を知ることができる。

E01
新・学研の英語ずかん　４巻おもしろかい
わひとくち表現集

英語
日常生活でよく使われる英会話が豊富なイラストで描か
れ、楽しく英語が学習でき、英語に興味･関心を持たせる
のに適している。

G07
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬる
ほん

図工・美術
子どもの興味・関心と合っていて、楽しみながら学習する
ことができるため。

G08
あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきる
ほん

図工・美術
ペ－ジを切ったりちぎったりする活動を通して、自分だけ
の作品を完成させるなど造形活動を楽しむのに適してい
る。

J04
新版ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　き
せつ

理科
季節に密着した行事や動植物が図解されているので、自
然や生き物の特徴を学習できる。

501
特別支援教育のカード教材　意味からお
ぼえる漢字イラストカード１年生

国語・書写
漢字の意味が一目でわかる工夫がしてあり、視覚刺激に
強い本児の指導に適している

504
特別支援教育のカード教材　意味からお
ぼえる漢字イラストカード３年生上

国語・書写
漢字の意味を覚えることで、漢字を理解し、読む力書く力
を養うことができる

507
あたまと心で考えようＳＳＴワークシート
社会的行動編

社会
知的級生徒の社会の学習として、場面にふさわしい行動
を学ぶために使用する

カワイ出版 503 チャイルドソング２ 音楽
音程やリズムなどを意識しながら楽しく歌うことができる教
材である。

B03
あかちゃんとおかあさんの絵本　ハティ
ちゃんのまる・さんかく・しかく

算数
子どもの発達段階に応じた興味・関心の内容と合ってい
る。絵が多いので楽しみながら学習できる。

B04
あかちゃんとおかあさんの絵本　このい
ろなあに

国語･図工
子どもの発達段階に応じた興味・関心の内容と合ってい
る。絵が多いので楽しみながら学習できる。

F04
ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、
パン、めん料理

技家･家庭
わかりやすい構成で示されているので、実生活で役立て
ることができる。

F05
ひとりでできるもん！５　すてきなおかし
づくり

家庭
カラー写真で作り方がわかりやすく、簡単な調理学習がで
きる。

F06
ひとりでできるもん！６　だいすきなおや
つづくり

家庭
カラー写真で作り方がわかりやすく、簡単な調理学習がで
きる。

H02
ＮＨＫ・新ひとりでできるもん！　リサイク
ルでつくっちゃおう

技家 工夫しながら楽しく取り組むのに適している。

J04
やさしいからだのえほん４　むしばはどう
してできるの？

保健・保体
大きな絵や写真などがあり、歯みがきの仕方や健康につ
いてとらえやすい。

K01
げんきをつくる食育えほん１　たべるのだ
いすき！

家庭
栄養素を色分けし、わかりやすい構成になっているため、
食べ物と体の関係性に興味を持って学習することができ
る。

群羊社 502
実物大そのまんま料理カード第２集
ちょっぴりごちそう編改訂版

家庭 バランスのとれた献立作りや栄養素について学ぶため。

くもん出版 502 ファーストステップドリル　ぬってみよう 国語・書写
ねらいを定めて塗ることができるように工夫されているた
め、書くことに関心を持つことができる。

505 はじめてのクレヨン 国語・書写
子どもの発達段階に応じていて、興味・関心を持ちながら
学習することに適している。

509 やさしいめいろ１集 国語・書写
運筆や線を真っ直ぐかくこと、正しくなぞることの練習のた
め

513 やさしいひらがな２集 国語・書写 正しくひらがなを覚えることにおいて適している。

516 やさしいカタカナ 国語・書写 正しくカタカナを覚えることにおいて適している。

517 やさしいかん字 国語・書写 正しく漢字を覚えることにおいて適している

522 すうじあそび１集 算数・数学 指を使って、手軽に数の概念をつかみやすい。

525 たしざんおけいこ１集 算数･数学
毎日少しずつ学習を進めることができるため、たしざんを
効果的に行うことができる。

537 かみこうさく１集 図工
作って遊ぶことができるので、楽しんで工作に取り組むこ
とができる。

538 かみこうさく２集 図工
作って遊ぶことができるので、楽しんで工作に取り組むこ
とができる。

学研

かもがわ

金の星社
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568 ゆびなぞりカードひらがな 国語・書写 文字への興味関心を引き出すのに適している

569 書きかたカードカタカナ 国語・書写
宿泊学習のメニュー学習でカタカナへの興味が出てきて
いる本児童が、カタカナの練習を始めるのに適した教材で
ある。

570 書きかたカード漢字 国語・書写
繰り返しなぞることができるので、形と共に書き順を覚え
やすい。

581 生活図鑑カード　マーク標識カード１集
社会・生活･
保体

交通安全に関して、カードを用い繰り返し学習することで
身の安全を守る力を養える。

600
ＣＤ付き英語カードあいさつと話しことば
編

英語
挨拶や比較的短い身近な話しことばを学ぶのに、場面の
絵カード付きで分かり易い。

602 ＣＤ付き英語カード町の中のもの編 英語
身近な町の中の英単語を実物の写真を使ったカードを繰
り返し覚えることで理解することができる。

606 ＣＤ付き英語カードおでかけの会話編 英語
お出かけの時に使うやさしい応答表現を学ぶのに、場面
の絵カード付きで分かり易い。

628 小学ドリル算数　２年生の数・りょう・図形 算数・数学
自閉症情緒級生徒の数学の学習として、加法の基礎を
ゆっくり学ぶために使用する

671 漢字集中学習　小学校3年生 国語
漢字学習が定着したため、ステップアップするのに適して
いる。

A04 やさしいひらがな１集 国語・書写
練習するひらがなをふくむ言葉とイラストと文字を組み合
わせて学ぶことができる。

A06 漢字おけいこ 国語・書写
漢字の習得のための、反復練習に適している。簡単な漢
字から繰り返し書き取りの練習ができる。

B01 生活図鑑カード　たべものカード
生活・技術･
家庭

食べ物に興味があり、はっきりとした食べ物の絵と文字が
認識しやすく、本児の指導に適している。

D02 とけいカード 算数・数学
時計カードを使うことで繰り返し学習し時計を見る力が身
につく

587 ディズニーおはなし大好き名作童話集２ 国語
身近なディズニーアニメのお話がたくさん掲載されている
ので、楽しみながら物語を読み進めることができる。

716
げんきスーパーかんさつ絵本
これなあに３００

社会 生活に生かしていくことのおいて適している。

672
米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ
実験！！

理科
映像の教材から実験を知り、自然の事物や現象に関心を
高めることができる。

501
子どもとマスターする49の生活技術
イラスト版　手の仕事

生活･社会・
技家

視覚での方が理解しやすいため。

503 子どもとマスターする54の生活技術 社会･技術
電気・家具・掃除の仕方等日常必要な知識を得ることで
実生活に役立たせていくため

505 子どもとマスターする３７の調理の知識 社会･家庭
自立するために必要な食生活のポイントがイラストで説明
されていてすぐに実践できる

506
子どもとマスターする４６のお金の知識
イラスト版お金のしごと

社会
知的級生徒の数学および自立活動の学習として、お金の
使い方を学ぶために使用する

508 子どもとマスターする４９の生活技術
社会・生活･
技術

生活技術を身につけるため該当児童に解りやすいイラス
トで説明されていて学習に取り組もうとする意欲を養え
る。

A01
子どもとマスターする４９の生活技術　イ
ラスト版手のしごと

家庭･社会
日常生活の中で必要な手仕事のやり方が分かりやすい
絵や写真で解説されている。

国土社 516
なぜなぜはかせのかがくの本１３　だいど
ころはじっけんしつ

理科 身近な科学実験を学習させたいため。

501
認知発達教材ステップアップマッチング
Ⅰ

算数・数学 段階をふんでの算数学習内容理解に適している

502
認知発達教材ステップアップ　マッチング
Ⅱ（改訂版）

国語
文字を読めない子どもでも、マッチングする力を育てるこ
とにより生活に役立てることができるため

503
認知発達教材ステップアップ　ことば　も
じ

国語・書写
段階をふんでの国語学習内容理解や、語彙を増やし文字
を獲得するに適している。

504
認知発達教材ステップアップ　こくごⅠ
（改訂版）

国語
段階をふんでの国語学習内容理解に適している。名詞、
動詞の言葉を増やすことができる

505 認知発達教材ステップアップ　こくごⅡ 国語 段階をふんでの国語学習内容理解に適している

506
認知発達教材ステップアップ　さんすうⅠ
（改訂版）

算数･数学
段階をふんでの算数学習内容理解に適している。１０まで
の足し算引き算が分かりやすく学習できる

507
認知発達教材ステップアップ　ことばのつ
かいかた（改訂版）

国語・書写
助詞の使い方や2語文などを学習し、表現・読解力などを
身につけさせていくため

510 認知発達教材ジャンプアップ　こくごⅡ 国語・書写
イラストやマス目を手掛かりにしながら、仲間分けや対
語、助詞を学ぶのに適した教材である。

512 認知発達教材レベルアップ　漢字 国語・書写
漢字を正しい筆順で書けるようきめ細かなステップがある
ため

513 認知発達教材レベルアップ　しぜん（上） 理科
身近な自然について学び、生活に生かすことができるた
め

515
認知発達教材レベルアップ　せいかつ
（上）

社会･生活 身の回りの道具を学び、生活に生かすことができるため

517
認知発達教材レベルアップ　ことばのつ
かいかた上

国語
言葉の使い方の理解に適している。単文で文法を身につ
ける練習ができる

518
認知発達教材レベルアップ　ことばのつ
かいかた下

国語 日常使う文や自分の気持ちを伝える文が身につけられる

520
認知発達教材ステップアップ　かず・すう
じ（改訂版）

算数・数学 １から１０までの数のつなぎが学習できる

523
認知発達教材ステップアップ　とけい・お
かね（改訂版）

算数・数学
日常生活に欠かせない、時計を読む力やお金を数える力
を分かりやすく学習するのに適した教材である。

527
認知発達教材ステップアップ　さんすうⅡ
（改訂版）

算数・数学
数量と数字の関係を学ぶのに適している。段階をふんで
の算数学習内容理解に適している

くもん出版

講談社

合同出版

こばと

こばと
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529 認知発達教材ジャンプアップ　さんすうⅡ 算数・数学
段階をふんでの算数学習内容理解に適している。文章題
や繰り上がりの計算をわかりやすく学習できる

001 リサイクル工作ずかん 図工・美術 作り方のヒントなどわかりやすく教材が示されている。

510 詩はおともだち　たんぽぽヘリコプター 国語
自閉症情緒級生徒の国語の学習として、ひらがなの読み
書きをゆっくり学ぶために使用する

D01
母と子の手づくり教室　毛糸と布のたのし
い手づくり教室

図工･美術
毛糸やフェルトなど身近な素材で簡単に造形ができるた
め。

D07
母と子の手づくり教室　母と子の園芸教
室野菜を作ろう

理科
野菜作りを学習に取り入れており、野菜の名前や育て方
を調べるのに役立つため

510 三省堂子どもかずの絵じてん 算数･数学
和や時計･お金･カレンダー等内容が豊富で、楽しみなが
ら学習できる。

A03
こどもきせつのぎょうじ絵じてん増補新装
版

家庭
季節の行事について絵や文などでわかりやすく提示して
あるため、本児が1年の流れを理解するのに適した教材で
ある。

A05 こどもマナーとけいご絵じてん 生活･社会
生活に密着したテーマで日常生活で使う敬語がわかりや
すく書かれ、マナーなどの学習に適している。

主婦と生活 504
米村でんじろう先生のスーパー個人授業
すごい！うちでもこんな実験ができるん
だ！

理科
おもしろい科学遊びがのっており、自然の事物や現象に
理解を深めることができる。

女子栄養大 001 新・こどもクッキング 家庭 写真やイラストで調理の手順がわかりやすい

778
ドラえもんの音楽おもしろ攻略　リコー
ダーがふける

音楽
難しいリコーダーも該当児童の好きなドラえもんの図柄が
使われていることで、音楽への関心意欲が高まる。

799
きっずジャポニカ・セレクション１２才の脳
が　みるみる吸い込むどんどん知りたい
科学「なぜ」４０

理科
科学のふとした疑問や質問にたいしてわかりやすく説明さ
れているため。

803 小学館の図鑑ＮＥＯぷらす　くらべる図鑑 理科
一つひとつの物は知っていても、それらの大小の比較が
できにくいので、この本で確かめつつ、様々なジャンルの
物に興味を持たせられたらと考えたため

825
１０才までにやってみよう　かんたんワク
ワク理科あそび

理科 自然の事象について体験的に学べる。

840
小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ　楽しく遊
ぶ学ぶせいかつ図鑑

社会･地図
詳しく図や絵で生活のことが書かれているため視覚的に
わかりやすいため。

L01
はじめてちずかんシリーズ１　ドラえもん
のせかいちず

社会･地図
該当児童の好むドラえもんのイラストを使い、世界の国々
のことをわかりやすく説明していて興味を持ちやすい

L02
はじめてちずかんシリーズ２　ドラえもん
のにほんちず

社会･地図 色々な地域に住む人の暮らしに目を向けることができる。

L06
はじめてちずかんシリーズ６　ドラえもん
のせかいりょこう

社会･地図
親しみのあるキャラクターが描かれていることで、地図に
興味を持ち、楽しく学習できる。

すばる舎 507
ぬりえ＆書きこみ式　小学生のための日
本地図ドリル改訂版

社会･地図 書き込んで確認しながら日本地図について学べるため

教学研究社 001 新訂絵で楽しくおぼえるこどもの英会話 英語
イラストを多く取り入れて身近なものの名称を覚えやすくし
ているので、英語に興味･関心を持たせるのに適してい
る。

教学研究社 548
れんしゅうちょう漢字となかよし（小学２
年）

国語･書写
音読を繰り返ししながら漢字の練習ができ、学習の成果
が楽しい文章で確認できるため。

004
いちばんわかりやすい小学生のための
学習日本地図帳

地図
日本の様子についてわかりやすく示されている点で適し
ている

003
いちばんわかりやすい　小学生のための
学習世界地図帳

社会･地図
最新の衛星写真や詳しい地図によって世界の様子を知る
ことができ、興味・関心を高めるのに適している。

005 ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 英語
日本語と英語が対比させてあり、英語での表現への興
味・関心を広げることができる。

563 音と光のでる絵本　えいごどうようのうた 英語 親しみやすい歌が多くあり楽しく英語が学習できる

584 みんなであそぼう！ＣＤつき絵かきうた 図工･美術
絵描き歌が描き方とともに掲載されているので、楽しみな
がら描く力を伸ばすことができる教材である。

506 新装版学力ドリル漢字小学１年生 国語･書写
漢字の書き順や熟語をなぞりがきを通して学ぶことができ
る。

507 新装版学力ドリル漢字小学２年生 国語･書写
漢字の書き順や熟語をなぞりがきを通して学ぶことができ
る。

523 新漢字習熟プリント小学１年生 国語･書写
音読み、訓読みをなぞりがきを通して学習でき、日常使う
言葉についても知ることができる。

524 新漢字習熟プリント小学２年生 国語･書写
音読み、訓読みをなぞりがきを通して学習でき、日常使う
言葉についても知ることができる。

525 新漢字習熟プリント小学３年生 国語･書写
音読み、訓読みをなぞりがきを通して学習でき、日常使う
言葉についても知ることができる。

545
新国語・ことばの習熟プリント小学校低学
年

国語･書写
語彙と文法を学習するのにわかりやすく示されているので
適している。

556
初級算数習熟プリント小学１年生（新指
導要領対応版）

算数・数学
前年度にこのシリーズを他の児童が使っており、1年生の
学習の理解がしやすくなると感じたため。

558
初級算数習熟プリント小学４年生（新指
導要領対応版）

算数・数学
前年度に同じシリーズの中学年版を使っており、学習しや
すかった。同じ学習パターンでレベルアップさせたいと考
えたため。

双葉社 502
クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリー
ズ　クレヨンしんちゃんのまんが理科のど
うして？

理科
クレヨンしんちゃんの漫画が大好きな児童であるので、楽
しみながら理科の不思議について学べると考えたため。

草思社 513 考える力がつく子ども地図帳＜日本＞ 社会・地図
知的級生徒の社会の学習として、日本地理学習に使用す
る

A01
漢字が楽しくなる本シリーズ　漢字が楽し
くなる本ワーク1基礎漢字遊び

国語･書写
文字を正確になぞったり、枠に納めて、はみ出さないよう
に書いたりする練習が必要なため

A02
漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がた
のしくなる本ワーク２あわせ漢字あそび

国語･書写
生活に必要な簡単な漢字の学習の読み書きを楽しく学ぶ
ことができる。

小峰書店

さえら

三省堂

小学館

成美堂出版

清風堂書店

太郎次郎社
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チャイルド 001 ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ 図工･美術
いろいろな表現方法を知り、表現の楽しさを味わわせる学
習を進める教材として適切なものである。

東京書籍 503 子どもエコ自然観察ガイド 理科
植物や動物の特徴、活動の様子に関心を持つことができ
る。

001 くらしに役立つ社会 社会
身近な題材をもとに、地理的、歴史的なことがら、社会の
仕組みやきまりについて分かり易く取り上げられている。

002 くらしに役立つ国語 国語
日常生活に役立つ国語分野のことがらが幅広く、分かり
易く取り上げられている。

003 くらしに役立つ数学 数学
日常生活に役立つ数学分野のことがらが分かり易く取り
上げられている。

A01
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」１（改訂
版）　（ひらがなのことば・文・文章の読
み）

国語
一音、一音のひらがなの学習をしている児童にとって、さ
らにことば、文に学習を進めるために適した教材である。

502 ゆっくり学ぶ子のための　国語５ 国語
少し複雑な文章を読み,内容を理解するのに適した教材で
ある。

504
ゆっくり学ぶ子のためのさんすうドリルＣ
かけ算

算数・数学
基礎的計算技能を習得中の生徒にとって繰り返し練習を
積み重ねられ適している。

A02
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」２（改訂
版）　（かたかな・かん字の読み書き）

国語･書写 簡単な漢字や身近なカタカナを学ぶのに適しているから。

A03
ゆっくり学ぶ子のための　「こくご」３（改訂
版）　（文章を読む、作文・詩を書く）

国語･書写
ひらがなからカタカナ・漢字・文章・作文・詩等の学習へと
進め、言葉の理解を深め、国語の力を伸ばすの適してい
る。

A04 ゆっくり学ぶ子のための　国語４ 国語
文学・説明文の意味、作文や詩の表現力、聞く力や話す
力等、国語の基本的な力を伸ばすのに適している。

C02
ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」２
（１対１対応、１～５の数、５までのたし
算）

数学
１対１対応から５までの数や計算の基礎を段階を追って学
べ、数の理解とたし算の力を伸ばすのに適している。

C03
ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」３
（６～９のたし算、ひき算、位取り）

算数・数学
タイル図やイラストが分かりやすく、練習問題の数も適当
である。

C04
ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」４
（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計
算）

算数・数学
お金で操作して考えられるので、２桁の計算の仕方や数
の大きさをつかみやすい。

C05
ゆっくり学ぶ子のための　「さんすう」５
（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

算数・数学
３けたの数の大きさ、かけ算などを子どもの発達段階にあ
わせたペースで進める。文章問題を取り入れて楽しく学べ
るように構成されている。

E02 かこさとしからだの本２　たべもののたび
保健･保体･
理科

体の学習の中でも本児童の興味がある食べ物を扱った教
材で、どのように食べ物が消化吸収されていくかをしるの
に適した教材である。

F03
かこさとしかがくの本３　たねからめがで
て

理科
植物の成長の過程についてわかりやすく示してあり、本児
も興味を持って学習を進めることができる。

徳間書店 502 徳間アニメ絵本４　となりのトトロ 国語
知的級生徒の国語の学習として、音読や読み聞かせに使
用する

001 和英えほん 英語
身近なものを英語で何と言うかを英語表記やカタカナ表を
使って学習ができる。

010 昆虫と遊ぼう 理科
写真や絵が鮮明で視覚的に理解しやすい構成を活かし、
昆虫や動植物の名称や興味を持って学習していくため。

ドレミ楽譜 513
みんなでうたおう　ニュー・スクール・ソン
グ

音楽
最近の親しみやすい歌が多いため、音楽への関心を高め
ることができる。

ナツメ社 505 日本のおりがみ事典 図工･美術
カラー写真を使って作り方が丁寧に示されており、該当児
童一人でも学習に取り組みやすい。

004 ママとうたおう　やさしいメロディーピアノ 音楽 児童が操作しやすいキーボードが付属しており、歌や

007
お手本のうた付き！　どうよううたのえほ
ん

音楽
子どもの興味・関心と合っていて、楽しみながら学習する
ことができるため。

008
どうようピアノえほん　９曲のカラオケが
歌える自動演奏つき！

音楽 歌うのが好きで、伴奏があると歌いやすいため。

554
みるみるじょうずなえがかける　たのしい
おえかきブック小学校低学年～

図工･美術
絵を描くのが苦手な子も、簡単なイラストが描けるような、
分かりやすく楽しい教材である。

568 パズル＆ゲーム日本地図 社会･地図 遊び感覚で楽しみながら日本地図について学べるため

549 こどものずかんＭｉｏ１２　きせつとしぜん 理科 本を読んでいく中で,季節や自然への関心が高められる。

I09
改訂新版体験を広げるこどものずかん９
からだとけんこう

保健・保体
体についてくわしく書かれており、健康を保つために、自
分の身体のしくみや働きを知ることの大切さを学ぶのに適
している。

K09 新装版ＫＩＤＳ２１　１２　たべものひゃっか 理科 食材を中心に、植物の成長を興味をもってとらえやすい。

546 こどものずかんＭｉｏ９　ひとのからだ 保健・保体
体の構造、機能が分かりやすく説明されていて、学びやす
い。

012 手遊び指遊び歌遊びブック１ 音楽
楽しみながら歌の練習ができ、手先の操作の訓練にもつ
ながるため

013 あそびのうたのほんＣＤつき 音楽
手遊びや身体を動かす楽しさを味わう学習に適した教材
である。

ひさかた 509
スキンシップ絵本　にっぽんのちずえほ
ん

社会･地図 県名や名産品など基本的な知識を獲得していくため

評論社 B25 しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと 理科
視覚的に楽しみながら、身体のしくみについてとらえられ
やすい。

527
基礎・基本ことばの練習帳　小学校高学
年５・６年生

国語･書写
前年度に同じシリーズの中学年版を使っており、学習しや
すかった。同じ学習パターンでレベルアップさせたいと考
えたため。

530
基礎・基本ことばの練習帳　小学校低学
年１・２年生

国語･書写
前年度にこのシリーズを他の児童が使っており、ことばの
学習がしやすいと感じたため。

749
科学シリーズぼきのコレクション
自然のなかの宝さがし

理科 児童の興味関心を引き出すのに適している。

東洋館

同成社

童心社

戸田デザイン

永岡書店

ひかりのくに

フォーラム
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E０２
かがくのとも傑作集（どきどき・しぜん）
たべられるしょくぶつ

理科
食べられる植物の成長の過程がわかりやすく描かれてい
る。

Ｇ１０
福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事
中大きくなったら仕事をしてみたい？

社会 いろいろな仕事を知るのに適している

L01
町の水族館・町の植物園
さかなやさんとやおやさん

社会･理科
イラストや写真を豊富に掲載してあるため、成長や変化に
興味を持ちながら気づかせることができる。

E15
かがくのとも傑作集（わいわい・あそび）
かみであそぼうきる・おる

算数・数学
紙を使った楽しい作品が掲載されており、切る・折る活動
を通して表現する楽しさを味わうことができるため

G01
福音館の科学シリーズ　昆虫ちいさなな
かまたち

理科
身近な昆虫の生息場所をきれいな絵で描かれているの
で、昆虫に対し興味・関心が持て、学習するのに適してい
る。

G07
福音館の科学シリーズ　絵で見る日本の
歴史

社会
石器時代から現代までの歴史が、絵で細かく表現されて
いるため、楽しく学ぶことができる。

M06
みぢかなかがくシリーズ　町たんけん－
はたらく人みつけた－

社会
町の中で働く人がたくさん掲載されており、地域社会の様
子に関心を持つことができる。

2 こどもがつくるたのしいお菓子 家庭
写真やイラストを使って調理の手順がわかりやすく書かれ
ており、自分で調理できるようにしていくため

001 こどもがつくるたのしいお料理 家庭
簡単な調理の例が豊富に載っていて、調理への関心を高
め、実際に活用できる。

001
ことばでひらく絵のせかい　はじめてであ
う美術館

図工・美術
有名な美術作品が多く掲載されているので、美術作品に
興味･関心を持たせ、表現力を高めるのに適している。

671
アンパンマンマグネットえほん４　おかい
ものへいこう！

社会
疑似体験をしながらお店の種類や売っている品物を理解
することができる教材である。

D03 ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび 理科・生活
水･色・空気･音･磁石を使った科学的な遊びが紹介されて
おり、興味を持って学習できる

D04 ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび 理科・生活
身近な動植物、空気、水、土や石などを対象にした遊び
が紹介されているので、自然科学への興味関心を高める
ことができる。

G12
フレーベル館の図鑑ナチュラ　はるなつ
あきふゆ

理科
季節ごとに自然や行事、遊びなどが写真と共に紹介され
ているため。

590 アンパンマンのおしゃべりとけい 算数･数学
時計の仕組みや時刻の理解を深めるのに適した教材で
ある。

Ａ０１ らくがき絵本五味太郎５０％ 図工･美術
ぬり絵、ことば遊び、めいろ、お面など。楽しく絵を描くこと
ができる。

A02 らくがきえほんあ・い・う・え・お 国語･書写
自分の名前や身近な物の名前をクレヨンやマーカーで何
度も書くことができるため語彙を増やしていくことができる
ため

平凡社 505
新訂第３版ジュニア地図帳こども歴史の
旅

社会･地図
説明してわかりやすく、絵も豊富であるため歴史の移り変
わりを興味深く学習できるため。

2
からだのふしぎがとびだすよ！
ポップアップ人体えほん

保健・保体
子どもの等身大人体模型が飛び出す構造の本で、視覚
的に理解しやすいため。

707
トーマスの知育シリーズ４　トーマスとお
ぼえるかたち

算数･数学
簡単な形を理解したり、図や絵で描いた形をマッチングさ
せたりすることができ、図形を学習するのに適した教材で
ある。

M01
うたってかいてけせるえほん１　音のでる
えかきうた

図工･美術 曲に合わせて描くので楽しめる

Ａ０２
あそびのひろば２
やさしいてづくりのプレゼント

図工･美術
身近な材料を使った作品の作り方が写真や絵で分かりや
すく掲載されており創意工夫しながら制作する意欲を引き
出すことができる。

Ｐ０４
音の出る知育絵本４　こえでおぼえるあ
いうえおのほん

国語
音が出る仕掛け絵本を楽しみながらひらがなを学習する
ことができる。

民衆社 A02
さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる
２年

算数･数学
具体物を使って実験しながら、量、長さ、単位などについ
て学ぶことができる。

501
グレーゾーンの子どもに対応した　作文
ワーク初級編

国語
文章を作ることに困難がある生徒にとって段階をおって学
習するのにふさわしいと考えられる。

508
グレーゾーンの子どもに対応した　算数
ワーク初級編２

算数・数学
図形や長さ、文章問題を子どものペースに合わせて身に
つけさせたいため。

幼年教育 A-01 かずあそび１ 算数・数学 数え方を楽しく学べる

らくだ A01
あそびえかきうた　たまごがひとつおだん
ごふたつ

算数・数学
 絵描き歌を描く活動をしながら、数を数えたり、数唱した
りでき、数への関心をもつことができる。

福音館

婦人之友

フレーベル

フレーベル

ブロンズ新

ポプラ

明治図書
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発行者名
（コード）

図書
コード

一般図書名 種目 希望理由

国語
c-１１１

こくご☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

国語
c-１１２

こくご☆☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

国語
c-１１３

こくご☆☆☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

国語
c-７１１

国語☆☆☆☆ 国語
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-１１１

さんすう☆ 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-1１2

さんすう☆☆（１） 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-1１３

さんすう☆☆（２） 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

算数
c-114

さんすう☆☆☆ 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

数学
ｃ-７１１

数学☆☆☆☆ 算数・数学
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-1１1

おんがく☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-1１2

おんがく☆☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-１13

おんがく☆☆☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

音楽
c-7１1

音楽☆☆☆☆ 音楽
教科の内容がスモールステップでわかりやすく説明されているため、、楽しく、
無理なく学習内容を身につけていくことができる。

東書　　２

東書　　２

教出　　１７
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議案第１２号 

 

   小田原市社会教育委員の委嘱について 

 

 小田原市社会教育委員の委嘱について、議決を求める。 

 

  平成２４年７月２４日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 前田 輝男 

 



小田原市社会教育委員候補者名簿 
 

   任期：平成24年8月1日～平成26年7月31日  

選 出 区 分 氏  名 生年 職 業 等 備   考 新･再 

学校教育関係者 音
おと

淵
ぶち

 洋子
ようこ

 
昭和 

２８年 

山王小学校長 

（小学校長会） 
 再任 

学校教育関係者 石井
いしい

 政道
まさみち

 
昭和 

３３年 

鴨宮中学校長 

（中学校長会） 
 再任 

社会教育関係者 木村
きむら

 秀昭
ひであき

 
昭和 

１６年 
小田原市自治会総連合会長  再任 

社会教育関係者 眞壁
まかべ

 誠一
せいいち

  
昭和 

３７年 

小田原市ＰＴＡ連絡 

協議会幹事 
 再任 

社会教育関係者 土田
つちだ

 寛仁
ひろし

 
昭和 

１６年 

小田原市青少年健全育成

連絡協議会会長 
 新任 

社会教育関係者 瀬戸
せ と

 昭彦
あきひこ

 
昭和 

１１年 

(財)小田原市体育協会 

副会長 
 再任 

社会教育関係者 佐久間
さ く ま

 寿
す

美
み

江
え

 
昭和 

４２年 
㈱研修屋社長  新任 

家庭教育の向上に資す

る活動を行う者 三浦
みうら

 郁夫
いくお

 
昭和 

２８年 

神奈川県小田原 

児童相談所長 
 新任 

学 識 経 験 者 鈴木
すずき

 敦子
あつこ

 
昭和 

３８年 
小田原市議会議員  再任 

学 識 経 験 者 三輪
み わ

 建二
けんじ

 
昭和 

３１年 
お茶の水女子大学教授  新任 

学 識 経 験 者 中村
なかむら

 香
かおり

 
昭和 

４３年 
玉川大学准教授  新任 

学 識 経 験 者 伊藤
いとう

 敏
さとし

 
昭和 

２３年 
公募  新任 

 
































