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区立幼稚園一覧
幼稚園名 所在地 電話番号
赤　羽 三田1-4-52 3452-0246
芝　浦 芝浦4-8-18 3452-0574
高　輪 高輪2-12-31 3447-3356
白金台 白金台3-7-1 3443-5666
三　光 白金3-13-8 3444-4233
港　南 港南4-3-27 3471-7347
麻　布 麻布台1-5-15 3583-1858
南　山 元麻布3-8-15 3408-4785
本　村 南麻布3-9-33 3446-3677
中之町 赤坂9-7-8 3405-7619
青　南 南青山4-18-17 3402-0758
にじのはし 台場1-1-5 5500-2577〔問い合わせ先〕　学務課　☎︎3578-2779　各区立幼稚園 ☎︎表参照

新年度４月入園
区立幼稚園園児募集について

　応募資格　
保護者とともに区内に住所を有し、保護者等が送迎可能な幼児
３歳児　平成	29	年４月２日～平成	30	年４月１日生まれの人
４歳児　平成	28	年４月２日～平成	29	年４月１日生まれの人
５歳児　平成	27	年４月２日～平成	28	年４月１日生まれの人

　募集要項・申込書の配布　
　広報みなとが発行された後、各区立幼稚園・学務課（区役所７
階）・各総合支所区民課・台場分室で配布します。
※配布期間中は、港区ホームページからダウンロードもできます。

　抽選　
　定員を超える応募があった場合は抽選を行います。

　面接および健康診断　
　各区立幼稚園で面接および健康診断を行います。実施日時につ
いては各幼稚園からお知らせします。

　区立幼稚園では、例年11月中旬から園児募集を行っています。
　定員や申込等の詳細は11月11日に発行される広報みなとや港区ホー
ムページ・教育委員会事務局学校教育部のTwitter等で周知を行います。

　このたび、８月１日付け港区教育委員会教育長に就任いたしまし
た浦田幹男です。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの
感染拡大により、区民の生活はもとより港区の教育行政にも大きな
影響が出ております。
　一人一台の端末配備と高速大容量の通信ネットワークを一体的に
整備するGIGA スクール構想の早期実現、安全・安心な施設の運営・
イベントの実現など、区長部局とも連携し、新たな日常に対応した
施策を積極的に実施してまいります。
　学校や地域の中で子どもも大人も笑顔が溢れる、魅力ある教育

施策を推進し、「教育の港区」の更なる充実・発展に向け全力で取り組んでまいります。皆様方に
ご支援・ご協力をどうぞお願いいたします。

　新しく教育委員に就任致しました寺原真
希子と申します。
　３年間のＰＴＡ会長業務及び 20 年間の弁
護士業務を通じて、学校教育及び生涯教育
の重要性を実感として認識しております。自
分自身と周りの人達が、それぞれかけがえ
のない存在であると、各自が心から感じて
尊重し合えること、それが最も大切なことで
あり、その根幹に「教育」があると思います。

　微力ではありますが、全力を尽くして参りたいと思います。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

新教育長のあいさつ
令和2年８月１日付で浦田 幹男氏が、教育長に任命されました。

新教育委員のあいさつ
令和2年７月26日付で寺原 真希子氏が、教育委員に任命されました。

浦田 幹男 寺原 真希子

　区教育委員会では、芝浦小学校通学区域の児童数増加に対応するため、令和４年４
月、芝浦一丁目のみなとパーク芝浦横の旧芝生広場に新しい区立小学校を開校します。
　このたび、保護者や地域住民、芝浦小学校児童に対して行ったアンケートや、保護
者や地域等の代表者、教育委員会事務局職員等で構成する検討委員会でのご意見を
踏まえ、新設する小学校の学校名を「港区立芝浜小学校」に決定しました。
※学校の開校に向けた準備状況については、港区ホームページをご覧ください。
　また、教育委員会事務局学校教育部のTwitterでもお知らせします。

[問い合わせ先]　学務課　学校計画担当　☎︎3578-2739

みなとパーク芝浦

田町駅
芝浦一丁目

芝浦二丁目
芝浦三丁目

芝浦四丁目

海岸三丁目

芝浜小学校

芝浦小学校

芝浜小学校
通学区域

芝浦小学校
通学区域

【芝浜小学校完成予想図】
芝浜小学校 みなとパーク芝浦

【芝浜小学校と芝浦小学校の通学区域】

基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成

　今年6月、虎ノ門にオープンしたみなと科学館の2階には、最新の光学式投影
機と4Kデジタル全天周映像システムを備えたプラネタリウムがあります。
　みなと科学館オリジナル番組の一つである「港区の時刻（とき）と星空散歩」
は、港区の「歴史」、「四季」、「一日」をドローンやタイムラプスで撮影した美し
い映像とアニメーションにより体感できる番組です。番組では光学式投影機「オ
ルフェウス」によって投影された満天の星を解説員が季節の話題とともに生解説
します。日比谷線の新駅・虎ノ門ヒルズ駅から徒歩4分。都会の真ん中に星を
見にいらっしゃいませんか？

※現在新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、制限付き運用を行っております。事前予約が必要な場合もありますので、
詳しくはみなと科学館ホームページ（https://minato-kagaku.tokyo/）をご覧ください。

※投影番組は変更となる場合があります。

料 金　施設内入館無料。プラネタリウムのみ有料
大人 小・中学生、高校生

一般投影（一回分） 600円 100円

年間利用券（メンバーズカード） 2,000円 300円
※未就学児、港区内在住65歳以上の方、港区内在住障害者およびその介護者（1名）は無料です。
※年間利用券（メンバーズカード）は1日1回のみ無料となります。

場 所  港区虎ノ門３－６－９
問い合わせ  みなと科学館　☎6381-5041
開館時間  午前９時～午後８時
休 館 日  毎月第２月曜日・年末年始（12月29日～１月３日）・その他臨時休館日
アクセス  東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅A1・A2出口から徒歩4分、神谷町駅4b出

口から徒歩5分、虎ノ門駅A2出口から徒歩10分

みなと科学館からのお知らせ

新設小学校の学校名を
「港区立芝浜小学校」 に決定しました

令和４年４月開校
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11月は港区教育推進月間です
　港区では毎年11月を「教育推進月間」と位置付け、保護者をはじめ区民の皆様に、
子どもたちの活動の様子や成果を知っていただくためのＰＲ強化期間としています。
　各区立幼稚園、小・中学校では、特色と魅力のある学校づくりに取り組み、「徳」「知」
「体」を育む学び、生き抜く力を育む学びなど、子どもたち一人一人の個性と能力を
伸ばす教育を推進しています。

〔問い合わせ先〕　 教育長室教育総務係　☎︎3578-2712

学校給食費納付のお願い
　学校では、栄養のバランス・嗜好・地域性・価格などを総
合的に考慮し献立をつくり、子どもたちにおいしく食べてもら
うため様々な工夫をしています。
　保護者の方々に負担していただいている給食費は、食材を

購入するための費用です。給食費
の未納が生じますと、食材購入に
支障をきたすことになります。
　給食費は期日までにお支払いいただくようご協力をお願
いします。

〔問い合わせ先〕　学務課　☎︎3578-2735 [問い合わせ先]　教育人事企画課教育支援係　☎︎5422-1541

　令和元２年８月４日に開催された第8回港区教育委員会定例会において、令和３年
度から令和６年度まで区立中学校で使用する教科書を表のとおり決定しました。
　区教育委員会では、教科書選定研究委員会から報告された教科書選定資料等を基
に慎重に審議を行い、教科書を採択しました。
　また、区立小学校・中学校の特別支援学級において使用する教科書については、児童・
生徒の実態に応じ、学校教育法附則第９条の規定による一般図書を採択しました。

区立中学校で使用する教科書が
決まりました。

● 区立中学校で使用する教科書
種目 発行者名

国 　 語 光村図書出版株式会社
書 　 写 東京書籍株式会社
地 　 理 株式会社帝国書院
歴 　 史 東京書籍株式会社
公 　 民 東京書籍株式会社
地 　 図 株式会社帝国書院
数 　 学 東京書籍株式会社
理 　 科 株式会社新興出版社啓林館

音  楽（ 一 般 ） 株式会社教育芸術社
音  楽（ 器 楽 ） 株式会社教育芸術社

美 　 術 光村図書出版株式会社
保 健 体 育 株式会社大修館書店
技 　 術 東京書籍株式会社
家 　 庭 東京書籍株式会社
英 　 語 東京書籍株式会社
道 　 徳 日本文教出版株式会社

（令和３年度から令和６年度）令和２年度   高輪図書館の臨時休館のお知らせ

図書館名 臨時休館日

高輪図書館
令和２年10月11日(日)

令和２年11月	９日(月)

臨時休館日（設備点検等のため）

郷土歴史館特別展のお知らせ《港区立郷土歴史館》

縄文人の暮らしを体験しよう！
－編布（あんぎん）作りと火おこし体験－

会 期  令和２年10月17日（土）～ 12月20日（日）
会 場  港区立郷土歴史館　特別展示室
休館日  11月19日（木）、12月17日（木）
開館時間  午前９時～午後５時（土曜日のみ午後８時まで） ※入館受付は閉館の30分前まで
観覧料  大人：400円、高校生以下：200円

常設展とのセット券  大人：600円、高校生以下：200円
※区内在住・在学の小・中・高校生、区内在住の65歳以上の方、区内在住の障害者とその介助者（１名）

の観覧料は無料です (証明できるものをお持ちください)。

郷土歴史館・宮内庁宮内公文書館共催特別展

「港区と皇室の近代」
　明治～昭和戦前期の港区域に
は、皇居からほど近いこともあ
り、離宮や御殿、御用邸が置か
れ、多くは皇族方のお住まいと
して使われていました。赤坂離
宮は観桜会や観菊会（現在の園
遊会に相当）などの皇室行事に、
芝離宮は諸外国からの賓客の接
待のために使用されており、歴
史の舞台ともなっていました。
　現在の港区域には、旧朝香宮
邸や旧芝離宮恩賜庭園など、い
まなお皇室との関係をうかがい
知ることができる土地・施設の
他に、麻布御殿や三田台御料地
など姿かたちがなくなってしま
った場所も多くあります。
　本展では港区に残る近代皇室
の痕跡を宮内庁宮内公文書館の
史料を中心にひもとき、近代に
おける港区と皇室の関係を紹介
していきます。

観菊会（赤坂離宮）「明治天皇御紀附図稿本 巻２」［宮内公文書館蔵］

芝離宮での記念撮影「外賓接待写真帳（２）」［宮内公文書館蔵］

立太子礼奉祝 高輪御所前［港区立郷土歴史館蔵］

赤坂仮皇居（古今東京名所のうち）［港区立郷土歴史館蔵］

郷土歴史館
住 所 〒108-0071　港区白金台4-6-2　ゆかしの杜
電 話 6450-2107
ホームページ https://www.minato-rekishi.com/ 
交 通 東京メトロ南北線・都営三田線白金台駅

（２番出口）徒歩1分
都営バス「白金台駅前」停留所下車徒歩1分
※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
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利用方法

生涯学習センターにメール又は電話のうえ、希望する講座名、利用者
の連絡先を伝えてください。その後、各講座の講師と直接連絡をとり、
日程、講座内容等を調整してください。なお、講座終了後は生涯学習
センターへ報告書を提出していただきます。
生涯学習センター（ばるーん）まなび屋担当　

 baloon@kissport.or.jp　☎3431-1606
※まなび屋の講座開催にあたっては、利用者が新型コロナウィルス感染症の感染

予防対策を十分にとっていただくようお願いします。「3つの密（密閉・密集・密接）」
を避け、「人と人の距離の確保」「手洗い」「咳エチケット」を徹底してください。詳
しくは、厚生労働省や東京都のホームページをご覧ください。

費 用
講師謝礼は原則無料です。支払う場合でも1講座開催につき、1時間
1,000円以内です。教材費・講師の交通費はグループの実費負担とな
ります。

会 場

講座を利用するグループが手配してください。メンバーの
構成によっては、区民センター・生涯学習センター・青山生
涯学習館等を利用できます。申込時期・方法等は、各施設の
規定に基づきます。詳細は、各施設にお問合せください。

講座一覧

下記一覧を参照ください。
詳しい講座内容は区ホームページでご覧いただけます。
https://www.city.minato.tokyo.jp/shougaigakushu/
kodomo/shogai/manabiya/index.html

問い合わせ

生涯学習スポーツ振興課生涯学習係　
☎3578-2741

港区　まなび屋

講 座 一 覧
芸術文化
講座番号 講座名 講師名

1 右脳俳句で自分史づくり 加藤　晃規
2 着付を学んできものを楽しむ 後藤　真佐
3 きもの着方教室 磯部　文子
4 きものの着装 高橋　幸子
5 初めての香道 柳原　千秋
6 表千家のお茶（初級～上級） 松永　宗順
7 可愛いお花を活けてみませんか 松永　蓊村
8 いけばな英会 平嶋　英宝
9 アーティフィシャルフラワー＆プリザーブドフラワー 因幡　伸子
10 フランスのフラワーアレンジメント 岩岡　香保里
11 フラワーアレンジメント＆ブーケ 北村　圭子
12 プリザーブドフラワー 柏木　寿子 
13 書道（漢字・かな・ペン習字） 岩佐　柏陽
14 三味線教室 筑波　節子
15 エレクトーンにあわせてうたいましょう 松本　慶子
16 楽しく生けるFlowerレッスン 星野　啓子
17 グルーデコ 　アクセサリー作り Bellissima　岩井　夕香
18 プリザーブドフラワー &アーティフィッシャルフラワー Bellissima　岩井　夕香
19 ドイツポップスを楽しみながらドイツ語を学ぼう 木下　秀子

20 はじめてのオルゴナイト　
開運美人！幸せな毎日を！オルゴナイト作り サロンド ソレイユ  光花梨

21 クラフトバンドで手作り小物　
～かご作りを楽しみませんか？～ 里芽　椿音

22 癒しのオルゴナイト　
～神秘的な魅力いっぱいのオルゴナイトを作ってみませんか？～ 里芽　椿音

23 カラーサンドアート　
世界に一つ、幸せな毎日を、カラーサンドアート作りで 各務　香代子

24 ハモってみよう！　～みんなで作るハーモニー～ 双葉　宙

25 ボイトレを体験してみよう！　
～楽しく、上手く、気持ちよく～ 双葉　宙

26 楽しく歌う！　～歌いたい人、この指止まれ！～ 双葉　宙

27 憧れの、あのシーンに挑戦！　
～オペラやミュージカルソングを歌ってみよう～ 双葉　宙

28 茶道庸軒流　～お抹茶で気軽におもてなしを～　
初めての茶道を学ぶ方向け 中川　理恵

29 簡単なのに不思議な仕掛けがいっぱいの
ポップカップカード教室 今泉　裕夫

30 手作りご朱印帖 ブンセイ　北上
31 手作りLEDムーンライト（行灯） ブンセイ　北上
32 写真を整理して自分史アルバムを作る 高木　新

33 ファッション講座
「デザイナーとその役割の時代変遷」 野田　謙志

34 ファッション講座「百貨店のファッション離れ」 野田　謙志
35 ファッション講座「ファッション業界の将来」 野田　謙志

36 ファッション講座
「ラグジュアリーマーケットと日本品質」 野田　謙志

37 二胡教室　二胡の音色で癒されましょう ＮＰＯ法人日中文化交流センター
ＭＡＹＡ

家庭生活
講座番号 講座名 講師名

38 誰でも、どこでもできる健康作りの基礎を知って
明るい暮らしにしましょう！ 山田　和実

39 アロマテラピーハーブの楽しみ方 近松　紘子

40 アロマテラピーマッサージ
withオイル、バーム、クリーム 近松　紘子

41 緩和ケア アロマトリートメント 藤森　史子
42 ～手当ての力～　タッチケア 藤森　史子
43 親子スキンタッチ教室 大下　義武
44 肩甲骨ほぐしのあくび体操 たんだ　あつこ

45 終活セミナー　
エンディングノートを書いてみませんか

ＮＰＯ法人人生まるごと支援
竹内　司

46 やさしい電気安全教室 （一・財）関東電気保安協会

47 知っておきたい！お金の知識
SMBCコンシューマー
ファイナンス(株)　
新宿お客様サービスプラザ

48 やさしい成年後見制度・やさしい遺言の知識 佐藤　活実

49 はじめての家族信託 （一・社）家族信託普及協会
高野　勝

50 メディカルアロマテラピー入門教室 佐藤　みき

51 ママでもできるキッズカット ナンシー・ヘアー＆メイク
美容室エルミタ　工藤　渉

52 知っておきたい相続の知識 光田　圭代乃

53 中医学からみる認知症　
～認知症予防について必要な事～

ＮＰＯ法人
国際認知症予防研究所

54 女性が主役「今だからこそ」将来の幸せを考える
マネーセミナー

七福計画株式会社　
安部　貴子

55 ふれあいの心理学　
～親子のふれあいの心理学・成功する子育ての条件～

東京交流分析研究会　
糸数　恒子

56 100年時代の働き方と人間関係の心理学 
～人間関係の構築と改善の手がかりをお伝えします～

一般社団法人
日本心理コミュニケーション
教育社団

57 猫背はなおる！？今知っておきたい姿勢の知識 佐々木　隆博

58 「おひとりさま」が明日から準備できる相続　
相続法改正対応！　「手軽に書けるようになった遺言書」

スタートライン
行政書士事務所　横倉　肇

59 くらしの経済・金融講座 野村證券株式会社　
渋谷支店

60 色で蘇るカラーコミュニケーション 原　美保子

61 認知症高齢者の在宅介護を楽にするセミナー
NPO法人高齢者住環境
リフォームプロジェクト
植村　尚子

62 出張「開運寺小屋」
～死ぬ3日前まで固定収入を確保しませんか～ 今川　守

63 100歳は夢でない　～老後の生き方を考える～ 岡野　誠一

64 人生100年時代
～健康・医療・生き方～医療節約カフェ

社会保障問題解決研究所
代表　市村　のぼる

65 そろばん教室 珠算講師  ふかの  みつか
66 そろばんで脳トレ　大人のそろばん教室 珠算講師  ふかの  みつか

67 「論語の素読」を体験してみよう！ （一社）論語教育普及機構
論語指導士  鈴木  美佳子

68 「論語素読」入門　「論語」でより豊かな人生を （一社）論語教育普及機構
論語指導士  鈴木  美佳子

69 なりたい自分になれる方法！
本当の自分が求める、生活、仕事、人間関係を手に入れる

ナウミスペース株式会社
相邑　美佐江スポーツ

講座番号 講座名 講師名
75 高松　なぎなた教室 西郷　惠子
76 素人の中高年登山のために 劔持　潤四郎

77 スウィングジャズダンス ボディ・カルチュア・センター
田野　日出子

78 ゆったりゆらゆら　からだと心のうごき ボディ・カルチュア・センター
田野　日出子

79 身体を使って即興創作ダンス 小野　明子

80 病を消すにはまず気(功)の訓練から　
～誰でもできる内臓に優しい気功法～ 李　瑞星

81 太極拳・練功教室　
～「吸ってー」「吐いてー」は健康、長寿の秘訣～ 岩田　有三

82 太極気功・螺旋棒　太極棒を使って体内の毒を出す！ ＮＰＯ法人日中文化交流センター
林　杰

言語
講座番号 講座名 講師名
70 日本語（初級～上級） 立川　和美
71 美しい日本語の表現 立川　和美

72 ゼロからスタート！楽しく使える大人の英語　
～あいさつからおもてなしまでの基本～ 木戸　順子

73 FUN&EASY NIHONGO for Kids　
～こどもの　にほんご～ 日本語教師　廣升　敦子

74 FUN&EASY NIHONGO for Citizen　
～みんなの　にほんご～ 日本語教師　廣升　敦子

生 涯 学 習 講 座 提 供 事 業
「学びたい人」と「教えたい人」をつなぎます ｢まなび屋｣

「まなび屋」は、知識や技能を持つ皆さんがボランティア講師として区に登録し、区民に多様な講座を提供する事業です。
3人以上のグループで、その半数以上が区内在住・在勤・在学であれば、ご利用いただけます。
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令和３年４月に
区立小・中学校に新入学する皆さんへ

「学校選択希望制」について
学校選択希望制について
　区では、お住まいの住所地の通学区域の学校に就学することを原則として
いますが、希望する場合には、入学する学校を選択できる「学校選択希望制」
を実施しています。

対象
　区内に住所があり、令和３年４月に区立小・中学校に入学する新１年生

学校選択希望の範囲
　小学校は、通学区域に隣接する学校（隣接校・表1 参照）から選択するこ
とができます。中学校は、区内全校（ 表2 参照）から選択することができます。
　ただし、学校によっては、通学区域内の人口増加等のため、通学区域外か
らの学校選択希望者の受け入れができない場合もあります。

抽選の実施
　学校ごとに設定した児童・生徒の受け入れ可能数を超える応募があった場
合には、通学区域外からの入学希望者を対象に抽選を行うことがあります。

学校を選ぶときのお願い
⃝	通学は、徒歩又は電車・バスを利用してください。通学のための自転車の
利用や車での送迎は禁止しています。通学は毎日のことですので、お子さ
んの通学にかかる負担等を考慮し、学校を選択してください。また、学校
までの経路の安全性についても事前に確認してください。

⃝	学校の教育活動は、保護者や地域の皆さんの理解と協力によって支えられ
ています。入学後は学校行事、ＰＴＡ活動、地域の行事等へ積極的に参加・
協力してください。

⃝	学校見学を希望する場合は、各学校へお問い合わせください（ 表1・2 参
照）。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校見学ができない場
合もあります。御了承ください。

学校選択希望票・就学時健康診断通知書の送付
　対象の皆さんに、学校選択希望票等の関係書類を郵送します。小学校に入
学する皆さんには、就学時健康診断通知書も同封します。10月末になっても
書類が届かない場合や紛失した場合は、お問い合わせください。

学校案内冊子の配布
　対象者の御家庭には、９月上旬に、区内幼稚園・保育園及び区立小学校を
通じて配布しています。また、学務課（区役所７階）、区立小・中学校、各総合
支所区民課窓口サービス係・台場分室、各児童館等でも御覧いただけます。

  　　小学校

小　学　校 隣　接　校 住　　所 電　話　番　号

御成門 赤坂・麻布・赤羽・芝・お台場学園港陽 芝公園3－2－4 3431-2766

芝 御成門・赤羽・御田・芝浦・お台場学園港陽 芝2－21－3 3456-3072

赤　羽 御成門・麻布・東町・御田・芝 三田1－4－52 3451-1988

芝　浦 芝・御田・高輪台・港南・お台場学園港陽 芝浦4－8－18 3451-4992

御　田 芝・赤羽・東町・白金の丘学園白金の丘・高輪台・芝浦 三田4－11－38 3451-3997

高輪台 御田・白金の丘学園白金の丘・白金・港南・芝浦 高輪2－8－24 5447-0616

白　金 高輪台・白金の丘学園白金の丘 白金台1－4－26 3441-5407

白金の丘学園
白金の丘  ※1 御田・東町・本村・白金・高輪台 白金4－1－12 3441-5363

港　南 芝浦・高輪台・お台場学園港陽 港南4－3－28 3474-1501

麻　布 御成門・赤坂・青山・笄・南山・東町・赤羽 麻布台1－5－15 3583-0014

南　山 麻布・笄・本村・東町 元麻布3－8－15 3403-5773

本　村 南山・笄・白金の丘学園白金の丘・東町 南麻布3－9－33 3473-1462

笄 麻布・青山・青南・本村・南山 西麻布3－11－16 3404-1530

東　町 麻布・南山・本村・白金の丘学園白金の丘・御田・赤羽 南麻布1－8－11 3451-7726

赤　坂 青山・麻布・御成門 赤坂8－13－29 3404-8602

青　山 赤坂・青南・笄・麻布 南青山2－21－2 3403-5588

青　南 青山・笄 南青山4－21－15 3404-8608

お台場学園
港陽  ※2 御成門・芝・芝浦・港南 台場1－1－5 5500-2572

  　　中学校

中学校 住　　所 電　話　番　号

御成門 西新橋3－25－30 3436-3551・3568

三　田 三田4－13－13 5441-7348

高　松 高輪1－16－25 3441-6239

港　南 港南4－3－3 3471-0238

白金の丘学園　白金の丘　※1 白金4－1－12 3441-5361

六本木 六本木6－8－16 3404-8855

高　陵 西麻布4－14－8 3409-7687

赤　坂 南青山1－18－12 3402-9306

青　山 北青山1－1－9 3404-7522

お台場学園　　港陽　※2 台場1－1－5 5500-2575

　港区ホームページ、教育委員会事務局学校教
育部のTwitterで、各中学校の特色や取り組み
についての紹介動画を配信しています。

二次元コードをスマート
フォンで読み取ると、港
区ホームページの区立中
学校紹介動画のページ
を御覧いただけます。

	
教育委員会のうごき　令和２年７月～令和２年９月

　教育委員会は、定例会が３回（７月14日、８月４日、９月17日）、臨時会が３回（７月28日、
８月24日、８月27日）開催されました。教育委員会で審議、決定、報告された主な事項は
次のとおりです。

◦	令和３年度区立中学校使用教科書の採択について
◦	令和２年度第１回港区教育委員会いじめ問題対策会議の報告について
◦	御田小学校改築について（案）
◦	港区立みなと科学館の特別投影の使用料について 〔問い合わせ先〕　教育長室　☎︎3578-2712

そのほか、各担当課の事業・行事の結果報告など、多数の教育
関連事項について、活発な論議が行われました。
※教育委員会は、毎月第２火曜日の午前10時から開催していま
す。また、必要に応じ、臨時会を開催しています。開催日程、
会議の傍聴については、問い合わせ先にご連絡ください。

※1　白金の丘小学校と白金の丘中学校は小中一貫教育校白金の丘学園です。
※2　港陽小学校と港陽中学校は小中一貫教育校お台場学園です。

表1

表2

動画の配信中 学 校 紹 介

学校選択希望票の送付
⬇

学校選択希望票の
提出締切り
⬇

応募状況の公表 			
⬇

抽選の実施
（抽選実施校のみ）

⬇
就学通知書の送付
⬇

各学校の入学説明会

10月中旬 

郵送の場合　　　11月 6日（金）消印有効
窓口持参の場合　11月 9日（月）午後５時まで
※必ず区役所本庁舎７階学務課へ提出してください。

11月下旬    

12月上旬

令和３年１月中旬

令和３年２～３月

今後の主なスケジュール

〔問い合わせ先〕　学務課学事係　☎︎3578-2726 ～ 2729


