
令和2年度 第1回秩父市総合教育会議 次第

令和2年5月 29日（金）15時

本庁舎3階 庁議室

１ 開 会

２ あいさつ

３ 議 事

（１）秩父市教育大綱について

（２）新型コロナウイルス対策について

（３）その他

４ 閉 会



資料１－１「第2次秩父市総合振興計画」（秩父市教育大綱関係部分抜粋）
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「秩父市教育大綱」見直し作業の進め方（案） 資料 1-3

１ スケジュール案

5月

見直し作業の進め方提案 ※本日

見直しに関する意見（教育委員の皆様から）

6 月

素案の提案（教育委員会定例会） ⇒素案に対する意見（教育委員の皆様から）

※素案パブリックコメント実施 の検討

7 月

修正案（その 1）の提案（教育委員会定例会）

⇒修正案（その 1）に対する意見（教育委員の皆様から）

8 月

修正案（その 2）の提案（教育委員会定例会）

⇒修正案（その 2）に対する意見（教育委員の皆様から）

10 月 or11 月

第 2回総合教育会議 草案の提案 ⇒草案に対する意見（教育委員の皆様から）

草案パブリックコメント実施

12 月

草案パブリックコメント取りまとめ ⇒最終案の作成

2 月 or3 月

第 3回総合教育会議 最終案の提案、協議、確定

２ 見直しのポイント（案）

前回会議（3/17）に出た主な意見

・基本理念が長い。基本方針との整合性も考慮しつつ、キャッチフレーズ的なものに。

・理念や方針を短い文でわかりやすく。

・スローガン的に。（現行は）言葉をみただけでわからない。

・子どもたちが「自分のこと」として意識して生活することが大事。

・（現行は）よくよく読めば良くできている。スリムにした方が良いという思いもわかるし、

スリムにし過ぎてもどうか、という思いもある。

・基本方針の 4つの流れは良い。言葉をわかりやすく、読みやすくといった方向で、今後の

見直しを進めていきたい。

その他、要検討項目

・超スマート社会（Society5.0）

・新たな生活様式（新型コロナウイルス対策）

・英語教育、ICT 教育 など



秩父市地域政策課あて 別 紙

FAX 0494-24-7272

（送付状不要）

「秩父市教育大綱」見直しに関する意見提出用紙

６月１２日（金）までに地域政策課あてご提出いただきますようお願いいたします。

担 当 地域政策課 黒田

電 話 0494-22-2823（直通）

ＦＡＸ 0494-24-7272

E-mail seisaku@city.chichibu.lg.jp

委員名

ご意見

その他

連絡事項



資料２‐１

新型コロナウイルス感染防止に向けた学校の対応

１ ４月以降の小・中学校の臨時休校について

・４月８日（水）～１０日（金）の３日間の登校日

・４月８日 中学校入学式、９日 小学校入学式 を実施する。

・４月１３日～５月３１日まで臨時休校とする。

２ 臨時休校中の取組

・４月１７日～５月１日まで、ちちぶ FMに生出演し、先生から子どもたちへのメッセ
ージを発信した。

・子どもと教員とのコミュニケーションを図る手段として、すべての学校において、ビ

デオ会議アプリ（Ｚｏｏｍ）の活用に取り組み、成果を上げている。

・秩父おもてなしＴＶでは、英語や算数などを学習できる動画を配信している。最初

は、指導主事がリードする形で作成し、現在は、各学校の教員がわかりやすい学習動

画を工夫して作成し、配信している。

学習動画の他にも、小学校１年生の担任から児童へのメッセージ動画の配信や秩父

警察と連携して作成した交通安全啓発の動画、秩父第二中の生徒からの動画発信な

どをしている。

３ 今後の対応

５月１８日～５月２９日までは、全ての小中学校で分散登校を実施している。学級の人

数を半分にし、３密の状態を作らないよう配慮しながら、授業を行っている。給食は、パ

ンと牛乳のみとなっている。

６月１日以降は、通常の教育活動を予定している。



資料２－２

R2.5.27

No 対象校種 作成者 教科領域 学習支援タイトル 公開別
1 1 小学校 久那小 安全教育 久那小学校手洗い動画 限定公開
2 2 小学校 花の木小 安全教育 安心・安全　花の木小学校 限定公開
3 3 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学３年生用①！ 一般公開
4 4 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学４年生用①！ 一般公開
5 5 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学１年生用①！ 一般公開
6 6 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学２年生用①！ 一般公開
7 7 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学３年生用①！ 一般公開
8 8 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学５年生用①！ 一般公開
9 9 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学６年生用①！ 一般公開

10 10 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学３年生用②！ 一般公開
11 11 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学４年生用②！ 一般公開
12 12 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学１年生用②！ 一般公開
13 13 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学２年生用②！ 一般公開
14 14 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学３年生用②！ 一般公開
15 15 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学１年生program2-1 一般公開
16 16 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学１年生program2-2 一般公開
17 17 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学２年生program1-1 一般公開
18 18 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学２年生program1-2 一般公開
19 19 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学３年生program1-1 一般公開
20 20 中学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV中学３年生program1-2 一般公開
21 21 中学校 市教委 数学 ①ちちぶ数学塾　１次関数練習問題解説動画 一般公開
22 22 中学校 市教委 数学 ②ちちぶ数学塾　令和元年度全国学力学習状況調査　１次関数　解説動画 一般公開
23 23 中学校 市教委 数学 ③ちちぶ数学塾　中学校１年数学　第１講　第１章正負の数　１節　正負の数　符号のついた数 一般公開
24 24 中学校 市教委 数学 ④ちちぶ数学塾　中学校１年数学　第２講　第１章正負の数　１節　正負の数    数の大小 一般公開
25 25 中学校 市教委 数学 ⑤ちちぶ数学塾　中学校１年数学　第３講　第１章正負の数　 2節　加法と減法    加法・減法 加法と減法の混じった計算 一般公開
26 26 中学校 市教委 数学 ⑥ちちぶ数学塾　中学校１年数学　第４講　第１章正負の数 　3節　乗法と除法    乗法・除法１節　正負の数 一般公開
27 27 中学校 市教委 数学 ⑦ちちぶ数学塾　中学校１年数学　第５講　第１章正負の数　３節　乗法と除法   四則の混じった計算 数の範囲と四則 一般公開
28 28 中学校 市教委 数学 ⑧ちちぶ数学塾　中学校２年数学　第１講　第１章式の計算　１節　式の計算    単項式と多項式 一般公開
29 29 中学校 市教委 数学 ⑨ちちぶ数学塾　中学校２年数学　第２講　第１章式の計算　１節　式の計算    多項式の計算 一般公開
30 30 中学校 市教委 数学 ⑩ちちぶ数学塾　中学校２年数学　第３講　第１章式の計算　１節　式の計算    多項式の計算2 一般公開
31 31 中学校 市教委 数学 ⑪ちちぶ数学塾　中学校２年数学　第４講　第１章式の計算　１節　式の計算    単項式の乗法除法 一般公開
32 32 中学校 市教委 数学 ⑫ちちぶ数学塾　中学校２年数学　第５講　第１章式の計算　 2節　文字式の利用    式による説明 等式の変形 一般公開
33 33 中学校 市教委 数学 ⑬ちちぶ数学塾　中学校３年数学　第１講　第１章多項式　　１節　多項式の計算    多項式と単項式の乗除 一般公開
34 34 中学校 市教委 数学 ⑭ちちぶ数学塾　中学校３年数学　第２講　第１章多項式　　１節　多項式の計算    多項式の乗法 一般公開
35 35 中学校 市教委 数学 ⑮ちちぶ数学塾　中学校３年数学　第３講　第１章多項式　　１節　多項式の計算    乗法公式 一般公開
36 36 中学校 市教委 数学 ⑯ちちぶ数学塾　中学校３年数学　第４講　第１章多項式　　 2節　 因数分解    因数分解 一般公開
37 37 中学校 市教委 数学 ⑰ちちぶ数学塾　中学校３年数学　第５講　第１章多項式　　 2節　 因数分解    因数分解2 一般公開
38 38 中学校 市教委 数学 ⑱ちちぶ数学塾　中学校３年数学　第６講　第１章多項式　　 3節　式の計算の利用    式の計算の利用 一般公開
39 39 小中学校 市教委 安全教育 秩父警察署に聞く！学校臨時休業中の交通安全について 一般公開
40 40 小中学校 市教委 教育相談 養護教諭に聞く「コロナ自粛中の子供の心のケア」について 一般公開
41 41 小中学校 市教委 教育相談 教育相談室カウンセラーに聞く「コロナ自粛中の子供の心のケア」について 一般公開
42 42 小中学校 市教委 教育相談 カウンセラーに聞く「臨時休校中の子供の心のケア」について【前編】 一般公開
43 43 小中学校 市教委 教育相談 カウンセラーに聞く「臨時休校中の子供の心のケア」について【後編】 一般公開
44 44 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学５年生用②！ 一般公開
45 45 小学校 市教委 英語 秩父イングリッシュTV小学６年生用②！ 一般公開
46 46 小学校 久那小 英語 久那小学校による人形劇　英語版 限定公開
47 47 小学校 花の木小 英語 花の木小学校体力向上TV 限定公開
48 48 小学校 南小 英語 ミナみんチャンネル（英語） 限定公開
49 49 小学校 高篠小 音楽 高篠小学校１年生音楽 限定公開
50 50 小学校 高篠小 音楽 高篠小学校２年生音楽 限定公開
51 51 小学校 高篠小 音楽 高篠小学校３年生音楽 限定公開
52 52 小学校 高篠小 音楽 高篠小学校４年生音楽 限定公開
53 53 小学校 高篠小 音楽 高篠小学校５年生音楽 限定公開

令和２年度　秩父市教育委員会・秩父市立小中学校作成・配信　学習支援動画　一覧

https://youtu.be/PRKFCm0fuag
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R2.5.27

No 対象校種 作成者 教科領域 学習支援タイトル 公開別

令和２年度　秩父市教育委員会・秩父市立小中学校作成・配信　学習支援動画　一覧

54 54 小学校 高篠小 音楽 高篠小学校６年生音楽 限定公開
55 55 小学校 原谷小 音楽 原谷小　校歌をうたってみよう！ 限定公開
56 56 小学校 市教委 国語 CHICHIBU国語TV（1年生向け）「あいうえお」 限定公開
57 57 小学校 市教委 国語 た ゙CHICHIBU国語TV（1年生向け）「こえに してよもう」あかるいおひさま 限定公開
58 58 小学校 久那小 国語 久那小学校による人形劇 限定公開
59 59 小学校 第一小 国語 アナウンサー流ボイストレーニング 限定公開
60 60 小学校 第一小 国語 「音読」のコツ 限定公開
61 61 小学校 南小 国語 南小　ミナみんチャンネル（４年おにたのぼうし） 限定公開
62 62 小学校 市教委 算数 ①H31全学調「計算の仕方」問題①　 限定公開
63 63 小学校 市教委 算数 ②H31全学調「計算の仕方」問題②　 限定公開
64 64 小学校 市教委 算数 ③H31全学調「計算の仕方」解説動画　 限定公開
65 65 小学校 市教委 算数 ④H31全学調「レジ」問題①　 限定公開
66 66 小学校 市教委 算数 ⑤H31全学調「レジ」解説動画　 限定公開
67 67 小学校 市教委 算数 ⑥【訂正版】CHICHIBU算数ＴＶ（小１なかまづくりとかず１・授業） 限定公開
68 1 小学校 市教委 算数 ⑦CHICHIBU算数ＴＶ（小１なかまづくりとかず②・授業） 限定公開
69 2 小学校 市教委 算数 ⑦CHICHIBU算数ＴＶ（小１なんばんめ・授業） 限定公開
70 3 小学校 市教委 算数 ⑧CHICHIBU算数ＴＶ（小２わかりやすくあらわそう・授業） 限定公開
71 4 小学校 市教委 算数 ⑨CHICHIBU算数ＴＶ（小２たし算のしかたを考えよう（筆算）①・授業） 限定公開
72 5 小学校 市教委 算数 ⑪CHICHIBU算数ＴＶ（小２たし算のしかたを考えよう（筆算）②・授業） 限定公開
73 6 小学校 市教委 算数 ⑫CHICHIBU算数ＴＶ（小２ひき算のしかたを考えよう（筆算）①・授業） 限定公開
74 7 小学校 市教委 算数 ⑬CHICHIBU算数ＴＶ（小２ひき算のしかたを考えよう（筆算）②・授業） 限定公開
75 8 小学校 市教委 算数 ⑭CHICHIBU算数ＴＶ（小３九九をみなおそう・授業） 限定公開
76 9 小学校 市教委 算数 ⑮CHICHIBU算数ＴＶ（小３九九をみなおそう・答え） 限定公開
77 10 小学校 市教委 算数 ⑯CHICHIBU算数ＴＶ（小４一億より大きい数を調べよう・授業） 限定公開
78 11 小学校 市教委 算数 ⑰CHICHIBU算数ＴＶ（小４一億より大きい数を調べよう②・授業） 限定公開
79 12 小学校 市教委 算数 ⑱CHICHIBU算数ＴＶ（小４一億より大きい数を調べよう③・授業） 限定公開
80 13 小学校 市教委 算数 ⑲CHICHIBU算数ＴＶ（小４一億より大きい数を調べよう④・授業） 限定公開
81 14 小学校 市教委 算数 ⑳CHICHIBU算数ＴＶ（小５整数と小数・授業） 限定公開
82 15 小学校 市教委 算数 ㉑CHICHIBU算数ＴＶ（小６対称な図形（線対称）・授業） 限定公開
83 16 小学校 市教委 算数 ㉒CHICHIBU算数ＴＶ（小６対称な図形（点対称）・授業） 限定公開
84 17 小学校 西小 算数 【西小YouTeach】３年・算数 限定公開
85 18 小学校 西小 算数 【西小YouTeach】６年・算数① 限定公開
86 19 小学校 西小 算数 【西小YouTeach】６年・算数② 限定公開
87 20 小学校 西小 算数 【西小YouTeach】４年・算数 限定公開
88 21 小学校 西小 算数 【西小YouTeach】５年・算数 限定公開
89 22 小学校 南小 算数 南小　ミナみんチャンネル（５年算数位置の表し方） 限定公開
90 23 小学校 南小 算数 南小　ミナみんチャンネル（５年算数見取り図） 限定公開
91 24 小学校 荒川東小 生活 【いちょうチューブ】筆箱の中身は？（低学年） 限定公開
92 25 小学校 影森小 体育 ひ ゙影森小学校　縄と 限定公開
93 26 小学校 第一小 体育 ラジオ体操のコツ～正しくやって効果100倍～ 限定公開
94 27 小学校 高篠小 体育 高篠小学校（しののめ体操の極意） 限定公開
95 28 小学校 吉田小 体育 吉田小学校　体力アップポイント（日）長座体前屈 限定公開
96 29 小学校 吉田小 体育 吉田小学校　体力アップポイント（月）反復横跳び 限定公開
97 30 小学校 吉田小 体育 吉田小学校　体力アップポイント（火）上体起こし 限定公開
98 31 小学校 吉田小 体育 吉田小学校　体力アップポイント（水）ボール投げ 限定公開
99 32 小学校 第一小 道徳 家庭でも「あいさつ・返事・靴そろえ」 限定公開
100 33 小学校 第一小 特別活動 勉強が楽しくなる自主学習のやり方 限定公開
101 34 小学校 第一小 プログラミング 第一小プログラミング 限定公開
102 35 小学校 南小 理科 南小　ミナみんチャンネル（ふりこのしくみ） 限定公開
103 36 小学校 南小 理科 ミナみんチャンネル（4年生動物の体） 限定公開
104 1 中学校 荒川中 英語 荒川中学校英語（英会話・クロスワードパズル） 限定公開
105 2 中学校 大田中 英語 大田中学校英会話教室 限定公開
106 3 中学校 影森中 音楽 影森中学校の校歌を歌ってみよう！ 限定公開
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107 4 中学校 第一中 英語 秩父一中１年生向け英語 限定公開
108 5 中学校 第一中 英語 秩父一中２年生向け英語 限定公開
109 6 中学校 第一中 英語 秩父一中３年生向け英語 限定公開
110 7 中学校 第二中 理科 【2chu-bu】顕微鏡の使い方 限定公開
111 8 中学校 第二中 理科 【2chu-bu】プレパラートのつくり方 限定公開
112 9 中学校 第二中 理科 【2chu-bu】花のつくり（ショカツサイ） 限定公開
113 10 中学校 第二中 理科 【2chu-bu】花のつくり（ツツジ） 限定公開
114 11 中学校 第二中 社会 高岸先生１年地理 限定公開
115 12 中学校 第二中 特別活動 【2chu-bu】生徒会のみなさんからのメッセージ 限定公開
116 13 中学校 高篠中 英語 高篠中学校英会話教室 限定公開
117 14 中学校 吉田中 体育 吉田中　体力UPプロジェクト①～上半身編～ 限定公開
118 15 中学校 吉田中 体育 吉田中　体力UPプロジェクト②～下半身編～ 限定公開
119 16 中学校 吉田中 体育 吉田中　体力UPプロジェクト③～体幹編～ 限定公開
120 17 中学校 吉田中 体育 吉田中　体力UPプロジェクト④～毎日のトレーニング編～ 限定公開
121 18 中学校 吉田中 英語 吉田中　ALTビデオ 限定公開
122 19 中学校 尾田蒔中 英語 キャリー先生自己紹介動画 限定公開



資料２－２

種別
対象者
小学生 68 中学生 49 小中学生 5
作成者
市教委 67 小学校 36 中学校 19
公開別
一般公開 43 限定公開 79

小学国語 6 小学算数 29 小学理科 2
小学社会 0 小学英語 11 小学体育 7
小学道徳 1 小学音楽 7 小学生活 1
安全教育 2 特別活動 1 プログラミング 1

中学英語 20 中学社会 1 中学音楽 1
中学体育 4 中学理科 4 中学数学 18
特別活動 1

小中学安全 1 小中学教育相談 4

動画の集計(122本)

教科領域別


