第３回 豊島区教育ビジョン検討委員会
日時：平成３０年１１月９日（金） 午後１時１５分〜
場所：豊島区役所 教育委員会室（本庁舎 8 階）
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豊島区の地域特性及び基礎調査を踏まえた豊島区教育ビジョンの重点課題

資料３

豊島区教育ビジョンの体系（案）（現行ビジョンとの対比版）

資料４

豊島区教育ビジョンの体系（案）（新ビジョンの事業例示版）

参考資料１

「豊島区教育ビジョン」の目次（案）

参考資料２

「教育都市としま」 １３の挑戦

別添資料

「豊島区教育ビジョン 2015 豊島区教育振興基本計画」
策定に係るアンケート調査 調査結果報告書（案）

≪連絡事項≫
■次回以降の日程確認について
第 4 回検討委員会開催日
平成 30 年 12 月 20 日（木）午後２時〜午後３時 30 分
第 5 回検討委員会開催日
平成 31 年 ２月 ６日（水）午前９時 30 分〜午前 11 時 30 分

【事務局連絡先】
豊島区教育部庶務課

担当：木本・荒木田

電話：０３−３９８１−１５７１
メール：A0024004@city.toshima.lg.jp

資料１

関連計画等を踏まえた地域特性分析（ＳＷＯＴ分析）
第３期教育振興基本計画
（平成 30〜34 年度）
○今後の教育政策に関する基本的な方針
１.夢と志を持ち，可能性に挑戦するため
に必要となる力を育成する
２.社会の持続的な発展を牽引するため
の多様な力を育成する
３.生涯学び，活躍できる環境を整える
４.誰もが社会の担い手となるための
学びのセーフティネットを構築する
５.教育政策推進のための基盤を
整備する
東京都教育ビジョン（第３次）
（一部改定）
（平成 28 年）
○教育の７つの柱
『知』
１.個々の子供に応じたきめ細かい教育
の充実
２.世界で活躍できる人材の育成
『徳』
３.社会的自立を促す教育の推進
４.子供たちの健全な心を育む取組
『体』
５.体を鍛え、健康に生活する力を培う
『オリンピック・パラリンピック教育』
６.オリンピック・パラリンピック教育
の推進
『学校』
７.教員の資質・能力を高める
８.質の高い教育環境を整える
『家庭』
９.家庭の教育力向上を図る
『地域・社会』
10.地域・社会の教育力向上を図る
豊島区教育大綱（平成 30 年度）

重点施策Ⅰ 子供の未来を応援する対策
（１）ＩＣＴを活用した学習活動の推進
（２）子どもスキップ事業の充実
（３）多様なニーズに応える特別支援
教育の充実
（４）保護者負担の軽減
重点施策Ⅱ 健やかな心と体の育成
（１）
「特別の教科道徳」の推進
（２）健康に関する教育の推進
（３）いじめ未然防止・不登校解消対策
の推進
重点施策Ⅲ 幼児教育の充実
（１）幼児教育施策の横断的な展開
（２）教育と保育の一体的提供
重点施策Ⅳ 国際社会に生きる人材の育成
（１）東京 2020 オリンピック・パラリン
ピック教育の推進
（２）外国語活動・外国語教育の推進
（３）多文化共生の取組
重点施策Ⅴ 安全・安心な学校づくり
（１）インターナショナル
セーフスクールの全校化
（２）コミュニティ・スクールの導入
重点施策Ⅵ 学校改築及び施設改修
（１）計画的な学校改築
（２）学校施設の長寿命化計画策定
（３）学校トイレ緊急改善推進事業
重点施策Ⅶ 教職員の働き方改革
（１）豊島区学校における
働き方改革推進プランの策定

アンケート調査結果、統計データ等（バックデータ）からの現状
○区長施政方針
・新学習指導要領への対応準備
文部科学省が示すＩＣＴ環境の整備方針に基づき、児童生徒一人 1 台を目
指し、タブレットパソコンの増台
・小学校５年生から「英語教育」が強化として位置付けられる中で、平成 31
年度から、ＡＬＴの時間数の増を図り、教科となる英語教育への準備を進
めていく
・新学習指導要領の実施に合わせ、さらに教員が本来業務に集中できるよ
う、様々な視点から業務のあり方を見直し、支援策を検討
○としま政策データブック 2018(H30.9 発行)
・豊島区の平成 30 年 1 月現在の人口は 287,111 人（対前年比 1.0％増加、
年々増加傾向）
・0 〜14 歳人口 25,229 人（対前年比 1.5％増）
（ 8.79％）
・15〜64 歳人口 204,284 人（対前年比 1.1%増）
（71.15％）
・65 歳以上人口 57,598 人（対前年比 0.2％増）
（20.06％）
・平成 30 年 1 月現在の外国人人口は 29,010 人（対前年比 7.2％増加、年々
増加傾向、外国人人口の割合 10.10％、新宿区に次ぎ特別区内で 2 番目）
・0〜18 歳人口 29,781 人（日本人）
、1,986 人（外国人）
・ひとり親世帯は平成 27 年で母子世帯 1,106、父子世帯 100 の計 1,206 世帯
と微増傾向
・地域活動への参加意欲は 79.2％と増加傾向（出展：わくわくお洒落変身講
座アンケート）
・地域区民ひろばの子育て世代を含む年齢層の登録率は、平成 29 年度 4.4％
と増加傾向（地域区民ひろば課）
・子どもスキップの利用状況は平成 29 年度で 541,511 人と年々増加（一般利
用は減少・学童クラブは増加）
・中高生センターの利用者数は、中学生で 16,048 人、高校生で 15,304 人
（平成 29 年度）と減少傾向
・中高生センタージャンプ利用者の地域活動参加人数は平成 29 年度で 819 人
と増加傾向
・子ども支援サポーター登録人数は平成 29 年度で 13 人と増加傾向
・子ども講座延べ受講者数は平成 29 年度で 131 人と減少傾向
・子育て等に関する相談事業実績及びゆりかご・としま事業の利用者は増加
傾向
・認可保育所の入所児童数は年々増加し平成 30 年度で 5,230 人
・待機児童数は平成 25 年度で 270 人だったものが、年々減少し、平成 29 年
度及び平成 30 年度は 0 人
・区立小学校児童数は年々増加し、平成 30 年度で 8,351 人
・区立小学校学級数は年々増加し、平成 30 年度で 288 学級
・区立中学校生徒数は減少傾向にあり、平成 30 年度で 2,439 人
・区立中学校学級数は減少傾向にあり、平成 30 年度で 74 学級
・小学校６年生の学力達成率（４教科平均）は平成 29 年度で 87.5％と平成
26 年度と比べ 18.7 ポイント増加
・中学校３年生の学力達成率（５教科平均）は平成 29 年度で 82.2％と平成
26 年度と比べ 16.0 ポイント増加
・読書が好きな児童・生徒の割合は、区立小学校・区立中学校ともに増加減
少を繰り返し、平成 29 年度が 6 割〜7 割
・不登校児童の出現率は平成 28 年度で 0.32％と前年度と比較してやや減少
しているものの平成 24 年度比較で増加
・不登校生徒の出現率は平成 28 年度で 2.67％と前年度と比較して減少して
いるものの平成 24 年度比較で増加
・体力・運動能力調査体力合計点について、小学校６年生は、29 年度は前年
比で男子、女子共に上昇した。中学校３年生は、29 年度は前年比で男子は
上昇し、女子は増減なし。
・区立小・中学校の蔵所数は年々増加し平成 29 年度で 284,125 冊
・
「学校の授業はよくわかる」について、肯定的な回答をする児童・生徒の割
合（平成 29 年度）
（小学校６年生：93.6％・中学校３年生：88.8％）とな
っており、前年に比べ小学校６年生では 2.0 ポイント増加、中学校３年生
では 1.5 ポイント増加
・
「困った時に相談できる先生がいる」について、肯定的な回答をする児童・
生徒の割合（平成 29 年度）
（小学校６年生：74.6％・中学校３年生：
63.8％）となっており、前年に比べ小学校６年生では 0.3 ポイント増加、
中学校３年生では 2.8 ポイント減少
・スクールソーシャルワーカーの申請件数は年々増加し、平成 29 年度で 88
件。支援を行った 88 件のうち 57 件で問題の解消又は改善が見られ、不登
校問題を含めた全支援ケースにおける解消・改善率は 65%となった。
・水曜トライアルスクールの年間実施時間は 5〜600 時間前後で推移し、平成
29 年度は前年度横ばいであった。参加率は平成 25 年度以降ほぼ 20%前後で
推移していたが、平成 29 年度は 16%に下落している
・タブレット PC など ICT を活用した授業について、肯定的な回答をする児
童・生徒の割合（平成 29 年度）
（小学校６年生：79.2％・中学校３年生：
69.4％）となっており、前年に比べ小学校６年生では 2.8 ポイント増加、
中学校３年生では 0.2 ポイント減少
・中央図書館利用者数は近年減少傾向となっていたが、平成 28 年度から増加
に転じ、平成 29 年度には 907,301 人と、ここ 5 年間で最高値となった
・区民一人あたり蔵所数も利用者数と同様の動きを示し、平成 29 年度で
2.76 冊とここ 2 年増加傾向にある
・図書館の利用登録者、登録者中に占める豊島区民の割合ともに減少傾向で
あったが、平成 29 年度は増加に転じている
・としまコミュニティ大学講座開催数は平成 29 年度で 101 件、としまコミュ
ニティ大学受講者数は平成 29 年度で 3,768 人と前年比で減少した
・読み聞かせボランティアおはなし会実施回数及び参加者数は年々増加
○東京都特別支援教育推進計画（第二期）
・第一次実施計画
・都特別支援学校の在籍者は平成 28 年度現在で 12,372 人となっており、都
の推計によると、平成 40 年度には 15,204 人と約 1.2 倍増加することが予
測される

・小中学校特別支援学級在籍者・利用者数は平成 28 年度現在で 24,527 人と
なっており、区の推計によると平成 40 年度には 40,289 人と約 1.6 倍増加
することが予測される
・教育相談取扱件数は年々増加し平成 29 年度で 481 件、うち発達障害の割合
についても年々増加し、平成 29 年度で 27.7％
○アンケート結果
【保育園・幼稚園保護者】
・子どものしつけについて「子どものしつけは、家庭と、保育園・幼稚園・
学校が一体となって行うべきである」の割合が約６割と最も高い
・小学校入学前に特に身に付けさせたい能力・技能について「健康な心と
体」が約６割と最も高い
・お子様の小学校での教育について「豊かな心や人間性」に重点を置いてほ
しいが約４割と最も高い
・今後の教育政策で重点的に取り組むべきことについて「話せる・使える英
語のコミュニケーション能力を育成する」が５割半ばと最も高い
・教育委員会で実施している特別支援施策について「どれも知らない」の割
合が３割半ば
【小学生保護者・中学生保護者】
・学校の授業以外に１日の勉強時間について「ほとんどしない」が小学生で
１割未満、中学生で約２割
・学校の体育の時間以外に外で遊んだり運動したりする頻度について小学生
で「ほとんどしていない」が１割半ば、中学生で３割半ば
・区立小学校について望むことについて「教員が児童との対話を大切にし、
児童をより理解するようにしてほしい」の割合が３割半ばと最も高い
・区立中学校について望むことについて「話せる・使える英語のコミュニケ
ーション能力をもっと高めてほしい」の割合が３割半ばと最も高い
・お子様に学校教育で身に着けてほしいものとして小学生では「人間関係を
築く力」
、中学生では「教科の基礎的な学力」が最も高い
・教育委員会で行っている区立学校支援事業について小学生・中学生ともに
「スクールカウンセラーの派遣」の認知度が最も高い一方、
「知っているも
のはない」が約１割
・教育委員会で実施している特別支援施策について小学生・中学生ともに
「どれも知らない」の割合が１割半ば
・学校と地域の連携について小学生・中学生ともに「児童・生徒の安全対策
充実のため、地域との協力関係を一層深め、有効な活動を展開していくべ
きである」が５割半ばと最も高い
・ＩＣＴを活用した学習を通して、
「人に伝えたいことを発表する力（プレゼ
ンテーションができる力）
」を身につけてほしいが小学生・中学生ともに８
割と最も高い
・子どもスキップの「満足」と「やや満足」をあわせた 満足 は約８割
（小学生）
・利用中の子どもスキップを決めた理由は「家からの距離が近い」が６割半
ばと最も高い（小学生）
【教員アンケート】
・現在の職務の状況について「常に忙しい」が６割半ばと最も高い
・多忙感を感じる職務について「各種調査など事務関係の書類の処理」
「校内
分掌の事務」
「会議の時間」の順に高くなっている
・週休日や休日に勤務することが「よくある（月に４回以上）
」が３割半ばと
最も高い
・児童・生徒への「自ら学び考え豊かに表現できる子ども」という目標につ
いて「達成にはやや不十分であると感じる」の割合が５割半ばと最も高い
・子どもの話に耳と心を傾けることができているかについて「あまりできて
いない」と「できていない」をあわせた できていない が約１割
・
「子ども・保護者・地域が集う学校」を実現できていると思うかについて
「実現できている」と「だいたい実現できている」をあわせた 実現でき
ている が８割半ば
・地域と連携した教育活動が盛んかについて「盛んである」と「どちらかと
言えば盛んである」を合わせた 盛んである が８割半ば
・日頃の教育活動におけるＩＣＴ機器の活用した活動について「毎日」の割
合が約３割、
「年に数回程度」
「実施していない」を合わせた割合が約１割
・子どもたちに足りない道徳性について「希望や勇気をもち、困難や失敗を
乗り越えること」の割合が約５割と最も高い
・教員の研修で強化が必要だと思うことは「特別支援教育」が５割半ばと最
も高い
【教育関係団体アンケート】
・地域で見かける児童・生徒は、きちんとした挨拶や、ていねいな言葉遣い
が「あまりできていない」と「できていない」をあわせた できていな
い が２割半ば
・児童・生徒が地域の行事や祭りなどに「あまり参加していない」と「ほと
んど参加していない」を合わせた 参加していない が１割半ば
・保護者が地域の行事や祭りなどに「あまり参加していない」と「ほとんど
参加していない」を合わせた 参加していない が約３割
・所属する地域団体と学校とは、
「地域団体の行事や活動」
「学校運営や行
事」において円滑な協力関係について「よく連携・協力している」と「ど
ちらかと言えば連携・協力している」をあわせた 連携・協力している
が約９割
・所属する地域団体と学校とが、現在、連携・協力して行っていることは
「地域が主催する各種行事」の割合が最も高く、今後、連携・協力してで
きることは「パトロールなど地域と子どもの安全・安心に繋がること」が
最も高い

国等の動向，地域の特性

国等の動向社会的背景
（機会）（Ｏ）
・新しい時代にふさわしい教育の一体的改革
・学習指導要領の一部改正
・ICT を活用した教育の推進
・イノベーション創出、グローバル化を担う人材育成
・持続可能な開発のための教育（ＥＤ）の取組
・様々な挑戦を可能とする環境の整備
・小中一貫教育をはじめとした学制改革
・幼児教育の無償化に向けた段階的取組など、家庭
の教育費負担軽減
・教員の働き方改革
・貧困の連鎖を断つための教育機会の確保
・地方創生と地域における多様な人材の参画
・学びの場を拠点とした地域の活性化
・学校を核とした地域との連携・協働による取組

社会的な問題
（脅威）（Ｔ）
・少子化・高齢化による社会活力の低下
・厳しさを増す経済環境と知識基盤社会への移行
・雇用環境の変容
・社会のつながりの希薄化など
・格差の再生産・固定化
・地球規模の課題への対応
※上記の危機を放置すれば、人口減少、経済成長力
の低下、財政の悪化、雇用不安や格差拡大による
社会の不安定化、社会保障への悪影響など負の連
鎖が加速し、早晩我が国社会が衰退の一途をたど
ることは免れない。

充実していることや方針
（強み）（Ｓ）

不足または問題となっていること
（弱み）（Ｗ）

・豊島区の平成 29 年 1 月現在の人口は 284,307 人
（対前年比 1.3％増加、年々増加傾向）
（データブ
ック）
・0 〜14 歳人口 24,855 人（対前年比 2.3％増）
（ 8.74％）（データブック）
・平成 29 年 1 月現在の外国人人口は 27,060 人（対
前年比 10.3％増加、年々増加傾向、外国人人口の
割合 9.52％、新宿区に次いで特別区内で 2 番目）
（データブック）
・地域区民ひろばの子育て世代を含む年齢層の登録
率は 4.2％と増加傾向（地域区民ひろば課）
（デー
タブック）
・ 子 ど も ス キ ッ プ の 利 用 状 況 は 平 成 28 年 度 で
536,124 人と年々増加（一般利用・学童クラブとも
に増加）（データブック）
・子育て等に関する相談事業実績及びゆりかご・と
しま事業の利用者は増加傾向（データブック）
・待機児童数は平成 25 年度で 270 人だったものが、
年々減少し、平成 29 年度で 0 人（データブック）
・小学校６年生の学力達成率（４教科平均）は平成
28 年度で 86.5％と平成 26 年度と比べ 17.7 ポイ
ント増加（データブック）
・中学校３年生の学力達成率（５教科平均）は平成
28 年度で 80.2％と平成 26 年度と比べ 14.0 ポイ
ント増加（データブック）
・読書が好きな児童・生徒の割合は、区立小学校・区
立中学校ともに増加傾向となっており、約８割（デ
ータブック）
・区立小・中学校の蔵所数は年々増加し平成 28 年度
で 271,949 冊（データブック）
・としまコミュニティ大学受講者数は平成 28 年度で
4,169 人と増加傾向（データブック）
・読み聞かせボランティアおはなし会実施回数及び
参加者数は年々増加（データブック）
・公立特別支援学校の在籍者は平成 28 年度現在で
12,372 人となっており、区の推計によると、平成
40 年度には 15,204 人と約 1.2 倍増加することが
予測される（データブック）
・お子様の小学校での教育について「豊かな心や人
間性」に重点を置いてほしいが約４割と最も高い
（幼保護者アンケート）
・今後の教育政策で重点的に取り組むべきことにつ
いて「話せる・使える英語のコミュニケーション
能力を育成する」が５割半ばと最も高い（幼保護
者アンケート）
・学校と地域の連携について小学生・中学生ともに
「児童・生徒の安全対策充実のため、地域との協
力関係を一層深め、有効な活動を展開していくべ
きである」が５割半ばと最も高い（小中保護者ア
ンケート）
・子どもスキップの「満足」と「やや満足」をあわせ
た 満足 は約８割（小学生）
（小中保護者アンケ
ート）
・
「子ども・保護者・地域が集う学校」を実現できて
いると思うかについて「実現できている」と「だ
いたい実現できている」をあわせた 実現できて
いる が８割半ば（教員アンケート）
・地域と連携した教育活動が盛んかについて「盛ん
である」と「どちらかと言えば盛んである」を合
わせた 盛んである が８割半ば（教員アンケー
ト）

・ひとり親世帯は平成 27 年で母子世帯 1,106、父子
世帯 100 の計 1,206 世帯と微増傾向（データブッ
ク）
・地域活動への参加意欲は 32.8％と減少傾向（平成
28 年度シニア変身講座アンケート）（データブッ
ク）
・中高生センターの利用者数は、中学生で 16,772 人、
高校生で 14,929 人（平成 28 年度）と減少傾向（デ
ータブック）
・不登校児童の出現率は平成 27 年度で 0.35％と前
年度と比較して増加（データブック）
・不登校生徒の出現率は平成 27 年度で 3.09％と前
年度と比較して増加（データブック）
・図書館の利用登録者、登録者中に占める豊島区民
の割合ともに減少傾向（データブック）
・現在の職務の状況について「常に忙しい」が６割
半ばと最も高い（教員アンケート）
・多忙感を感じる職務について「各種調査など事務
関係の書類の処理」「校内分掌の事務」「会議の時
間」の順に高くなっている（教員アンケート）
・児童・生徒への「自ら学び考え豊かに表現できる
子ども」という目標について「達成にはやや不十
分であると感じる」の割合が５割半ばと最も高い
（教員アンケート）
・子どもの話に耳と心を傾けることができているか
について「あまりできていない」と「できていな
い」をあわせた できていない が約１割（教員ア
ンケート）
・子どもたちに足りない道徳性について「希望や勇
気をもち、困難や失敗を乗り越えること」の割合
が約５割と最も高い（教員アンケート）
・教員の研修で強化が必要だと思うことは「特別支
援教育」が５割半ばと最も高い（教員アンケート）
・児童・生徒が地域の行事や祭りなどに「あまり参
加していない」と「ほとんど参加していない」を
合わせた 参加していない が１割半ば（団体ア
ンケート）
・保護者が地域の行事や祭りなどに「あまり参加し
ていない」と「ほとんど参加していない」を合わ
せた 参加していない が約３割（団体アンケー
ト）

豊島区の地域特性及び基礎調査を踏まえた豊島区教育ビジョンの重点課題
【現状と課題 】

強み
強みを更に活かし
て、新しいチャン
スをつかむ

・小学校６年生の学力達成率（４教科平均）は平成 29 年度で 87.5％と平成 26 年度と比べ 18.7 ポイント増加（データブック）
・中学校３年生の学力達成率（５教科平均）は平成 29 年度で 82.2％と平成 26 年度と比べ 16.0 ポイント増加（データブック）
・読書が好きな児童・生徒の割合は、区立小学校・区立中学校ともに増加減少を繰り返し、平成 29 年度が 6〜7 割（データブック）
・区立小・中学校の蔵所数は年々増加し平成 29 年度で 284,125 冊（データブック）
・待機児童数は平成 25 年度で 270 人だったものが、年々減少し、平成 29 年度及び平成 30 年度は 0 人（データブック）
・図書館の利用登録者、登録者中に占める豊島区民の割合ともに減少傾向であったが、平成 29 年度は増加に転じている（データブ
ック）
・地域活動への参加意欲は 79.2％と増加傾向（出展：わくわくお洒落変身講座アンケート）
（データブック）
・お子様の小学校での教育について「豊かな心や人間性」に重点を置いてほしいが約４割と最も高い（幼保護者アンケート）
・今後の教育政策で重点的に取り組むべきことについて「話せる・使える英語のコミュニケーション能力を育成する」が５割半ば
と最も高い（幼保護者アンケート）

強み×機会
強みを機会にぶつ
けて、新しい活路
を見出す

強み×脅威
強みを脅威にぶつ
けて、脅威を機会
に転換する

弱み
弱みを克服して強
みに転換する

・豊島区の平成 30 年 1 月現在の人口は 287,111 人（対前年比 1.0％増加、年々増加傾向）
（データブック）
・0 〜14 歳人口 25,229 人（対前年比 1.5％増）
（ 8.79％）
（データブック）
・平成 30 年 1 月現在の外国人人口は 29,010 人（対前年比 7.2％増加、年々増加傾向、外国人人口の割合 10.10％、新宿区に次ぎ特
別区内で 2 番目）
（データブック）
・都特別支援学校の在籍者は平成 28 年度現在で 12,372 人となっており、都の推計によると、平成 40 年度には 15,204 人と約 1.2
倍増加することが予測される（東京都特別支援教育推進計画）
・知識・情報・技術をめぐる変化が加速度的に早くなっている
・東京一極集中の傾向が加速
・国内外の学力調査結果が近年改善傾向にあることのほか、子供たちの学習時間は増加傾向にある
・内閣府の調査によれば、子供たちの９割以上が学校生活を楽しいと感じ、保護者の８割は総合的に見て学校に満足している
・子どもスキップの利用状況は平成 29 年度で 541,511 人と年々増加（一般利用は減少・学童クラブは増加）
（データブック）
・学校と地域の連携について小学生・中学生ともに「児童・生徒の安全対策充実のため、地域との協力関係を一層深め、有効な活
動を展開していくべきである」が５割半ばと最も高い（小中保護者アンケート）
・子どもスキップの「満足」と「やや満足」をあわせた 満足 は約８割（小学生）
（小中保護者アンケート）
・
「子ども・保護者・地域が集う学校」を実現できていると思うかについて「実現できている」と「だいたい実現できている」をあ
わせた 実現できている が８割半ば（教員アンケート）
・地域と連携した教育活動が盛んかについて「盛んである」と「どちらかと言えば盛んである」を合わせた 盛んである が８割
半ば（教員アンケート）
・地域区民ひろばの子育て世代を含む年齢層の登録率は、平成 29 年度 4.4％と増加傾向（地域区民ひろば課）
（データブック）
・子育て等に関する相談事業実績及びゆりかご・としま事業の利用者は増加傾向（データブック）
・読み聞かせボランティアおはなし会実施回数及び参加者数は年々増加（データブック）
・技術革新やグローバル化の進展に伴う社会の変化
・雇用環境の変化等に伴う就学・就業構造の変化
・低出生率と長寿命化により、世界的に最も少子高齢化が進行
・少子高齢化の影響により、今後さらに児童生徒数の減少が見込まれる
・子供の貧困など格差の固定化
・判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べたり、実験結果を分析して解釈・考察し説明したりすることなどについ
て課題が指摘されている
・平成 27（2015）年度の国公私立小・中・高等学校の不登校児童生徒数は 17 万人以上
・不登校児童の出現率は平成 28 年度で 0.32％と前年度と比較してやや減少しているもの平成 24 年度比較で増加（データブック）
・不登校生徒の出現率は平成 28 年度で 2.67％と前年度と比較して減少しているものの平成 24 年度比較で増加（データブック）
・児童・生徒への「自ら学び考え豊かに表現できる子ども」という目標について「達成にはやや不十分であると感じる」の割合が
５割半ばと最も高い（教員アンケート）
・子どもの話に耳と心を傾けることができているかについて「あまりできていない」と「できていない」をあわせた できていな
い が約１割（教員アンケート）
・子どもたちに足りない道徳性について「希望や勇気をもち、困難や失敗を乗り越えること」の割合が約５割と最も高い（教員ア
ンケート）
・教員の研修で強化が必要だと思うことは「特別支援教育」が５割半ばと最も高い（教員アンケート）
・児童・生徒が地域の行事や祭りなどに「あまり参加していない」と「ほとんど参加していない」を合わせた 参加していない が
１割半ば（団体アンケート）
・保護者が地域の行事や祭りなどに「あまり参加していない」と「ほとんど参加していない」を合わせた 参加していない が約
３割（団体アンケート）
・ひとり親世帯は平成 27 年で母子世帯 1,106、父子世帯 100 の計 1,206 世帯と微増傾向（データブック）
・中高生センターの利用者数は、中学生で 16,048 人、高校生で 15,304 人（平成 29 年度）と減少傾向（データブック）
・としまコミュニティ大学講座開催数は平成 29 年度で 101 件、としまコミュニティ大学受講者数は平成 29 年度で 3,768 人と前年
比で減少した
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【 重点課題 】

① 将来の社会的自立に必要な能力や態度を幼少
期の段階から育んでいくことが必要
子どもたちが将来に対する夢と志を持ち、将来の社会的自立に必要な能
力や態度とともに共生・協働の精神を培う教育の実践が求められています。
日々の学習活動を通じて子どもたちの自己肯定感、学ぶ意欲、人と関わる
力、社会に参画する力等を幼少期の段階から計画的・系統的に育んでいく
ことが必要です。

〇
・
・
・
・
・
・
〇
・
・
〇
〇

新学習指導要領等に関する事項
キャリア生き方教育の推進
・ 確かな学力の育成
豊かな心の育成
・ 健康と体力の育成
主体的、対話的で深い学びの実現 ・ 英語教育の推進
オリンピック・パラリンピック教育の推進
プログラミング教育の推進
・ 小中一貫教育の推進
学習環境等の整備
一体的な幼児教育の推進
就学前教育の推進
・ 切れ目のない支援
家庭の教育力向上の支援
インクルーシブ教育の推進
多文化教育とシチズンシップ教育の推進

② 「生きる力」を育むため、子どもにとっても、
教員にとっても安心安全な教育環境を確保して
いくことが必要
変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちが、志高く未来をつく
り出していくために必要な資質・能力を確実に育む学校教育の実現が求め
られています。教職員が、誇りや情熱を持って使命と職責を遂行できる職場
づくりとともに、子どもたちが安全安心で、良好な教育環境を確保すること
が必要です。
〇
・
・
・
・

教育の働き方改革
学校経営改革の推進
学校の働き方改革の推進
特色ある学校づくりの推進
教育実践を支える情報活用と研修等の充実

③ 生涯学習の推進による豊かな活力ある地域を
つくっていくことが必要
家庭や地域における「教育力」の向上が課題となっており、生涯学習の推
進によるさまざまな世代の地域住民の交流や、学校・家庭・地域の連携の推
進することが求められています。多様な学びの機会を提供して学びによる
地域のつながりを創出するとともに、地域の生涯学習の担い手を育てる仕
組みの構築に取り組むことが必要です。
〇
・
・
・
・

社会に開かれた教育課程の推進
コミュニティスクールの研究
地域における教育活動の推進
学校・家庭・地域・行政の連携強化
子どもの居場所作りの推進

教育ビジョン 2015 における実施施策

豊島区教育ビジョンの体系（案）
【基本理念】

【視点】

【重点課題】

人生

重点課題１

子どもの育ち（人づくり）

年時代を見据えた多様な力を育成する

質の高い学校教育の推進

現行ビジョンとの対比版

【施策の方向】

「教育都市としま」
13 の挑戦

挑戦４・５・８
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【施策】

（１）グローバル化に対応した教育
内容の充実

（２）一人ひとりを大切にする教育
の推進

（３）学校経営改革の推進
挑戦６・７

（４）教育環境の整備

（１）質の高い幼児教育・保育の提供

重点課題２
就学前教育の充実

挑戦１

（２）就学前から小学校への円滑な
接続
（３）教育と福祉の連携の推進

（１）家庭教育の支援

重点課題３

挑戦３・９

（２）親に対する学びの充実

家庭教育の推進
子供たちの生き抜く力の育成
家庭や地域の教育力の向上
生涯学習の推進

学びのつなぎ（つながりづくり）

■
■
■

（３）子どもの居場所づくりの推進
（１）地域と学校の連携・協働の仕組
みづくり

重点課題４
地域との連携・協働

挑戦１・10・13

（２）地域の教育力の向上
（３）地域と家庭の連携
（４）多様な学習資源の活用
挑戦 12

（１）生涯学習の環境整備
挑戦２

重点課題５

（２）情報提供・コーディネイト機能
の強化

生涯学習の推進

（３）個の学びから社会的な活動へ
の転換
（４）学習活動のネットワーク化の
促進

1
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豊島区教育ビジョンの体系（案）

新ビジョンの事業例示版
新ビジョンで想定する事業例
【主な取組事業】

【基本理念】

【視点】

【重点課題】

人生

重点課題１

子どもの育ち（人づくり）

年時代を見据えた多様な力を育成する

質の高い学校教育の推進

【施策の方向】

【施策】

（１）グローバル化に対応した教育
内容の充実

（２）一人ひとりを大切にする教育
の推進

（３）学校経営改革の推進

（４）教育環境の整備

（１）質の高い幼児教育・保育の提供

重点課題２
就学前教育の充実

（２）就学前から小学校への円滑な
接続
（３）教育と福祉の連携の推進

（１）家庭教育の支援

重点課題３
（２）親に対する学びの充実

家庭教育の推進
子供たちの生き抜く力の育成
家庭や地域の教育力の向上
生涯学習の推進

学びのつなぎ（つながりづくり）

■
■
■

（３）子どもの居場所づくりの推進
（１）地域と学校の連携・協働の仕組
みづくり

重点課題４
地域との連携・協働

（２）地域の教育力の向上
（３）地域と家庭の連携
（４）多様な学習資源の活用

（１）生涯学習の環境整備

重点課題５

（２）情報提供・コーディネイト機能
の強化

生涯学習の推進

（３）個の学びから社会的な活動へ
の転換
（４）学習活動のネットワーク化の
促進

1
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参考資料2
（「豊島区の教育２０１８」より）

学ばせたい 通わせたい 「教育都市としま」 １３の挑戦
≪豊島区立幼稚園・小中学校教育の優位性・先進性を発揮≫
挑戦１:

学校間の接続に着目した幼小中一貫教育連携プログラムを実践し、学びと育
ちの連続性を促す。

挑戦２:

インターナショナル・セーフコミュニティ（ＩＳＣ）と共にインターナショ
ナル・セーフスクール（ＩＳＳ）の国際認証の８校取得と、中学校ブロック連
携型のＩＳＳ全校化を推進する。

挑戦３:

全校学校図書館司書配置や蔵書の有効活用、学校図書館の学習情報センター
化等、学びの拠点として主体的・対話的で深い学びを促す環境づくりを進める。

挑戦４:

実践的教育研究（研究推進校、奨励校等）やＯＪＴ、能代市との教育連携を
通して、教員の指導力向上と授業改善を果たし、「豊島教員ミニマム」「豊島
の子七か条」の浸透及び充実を図る。

挑戦５:

東アジア文化都市2019豊島の交流事業に参加するとともに、東京2020オリン
ピック・パラリンピック教育とレガシー教育を推進する。

挑戦６:

いじめ、不登校、問題行動等の未然防止・早期発見・早期対応に組織を挙げ
て取り組み、引きこもりや不登校対策として「ゆずスマイル教室」を実施し、
児童生徒の再チャレンジの機会を創出する。

挑戦７:

小学校での巡回指導の定着及び中学校での準備を促進させ、自閉症や情緒障
害も含む児童等の個に応じた特別支援教育を推進する。

挑戦８:

区独自の健康教育として、がん教育、歯と口腔衛生の教育、骨密度の測定と
基本的生活習慣の確立等、専門家の協力・支援を得ながら先進的な命と健康の
教育を推進する。

挑戦９:

計画的な学校改築、学校改修、全校トイレの洋式・温水洗浄機能付き便座化
（３年次）を完遂させると同時に、学校施設の長寿命化改修計画を策定する。

挑 戦 10:

幼稚園の預かり保育、道徳性育成、うきうき活動等特別支援教育の充実、
「としま ＧＯＯＤ ＳＴＡＲＴ プロジェクト」で示された「豊島区アプローチ
・スタートカリキュラム」の実践を公私・幼保の垣根を越えて推進する。

≪次代を先取りする学校経営戦略を貫く≫

挑 戦 11:

学校経営方針・教育課程・年間計画の作成に当たっては、豊島区教育大綱と
の関連性を明確にする。

挑 戦 12:

子どもスキップ事業の充実のため、スクール・スキップ・サポーターの活用
を図るとともに、学校運営協議会等、学校と地域と連携し、地域に開かれた教
育課程やチーム学校の基盤整備を進める。

挑 戦 13:

発信する教育委員会・学校として、諸策の展開に当たっては、統計データの
活用と見える化、多様性や柔軟性のある教育のユニバーサルデザイン化に努め
る。

