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　1月13日（水）から冬の企画展「月」展を開催しています。人が月面に降り立ってから50年が過ぎました。人類はまた月を目指しています。本企画
展示では、月探査にまつわる最新技術を実物も交えて展示しています。2022年に月面着陸させる予定の「月着陸船」の原寸大模型の展示をはじめ、
月面を移動する手段として研究中の有人与圧ローバや国際宇宙ステーション内の映像を交えた宇宙食の展示もご覧いただけます。本企画展を通して、

「月面で生活する日は、そう遠くないかもしれない」と、未来を想像してみませんか。
　また、「月」をテーマにした期間限定のプラネタリウム番組「イマジン・ザ・ムーン　月への想い」と

「ＭＡＲＳ1001 火星に舞い降りる日」も投映中です。その他、研究者から生の声を聞ける講演会など
関連イベントも開催します。詳しくはHPをご覧ください。

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、制限付きの運用を行っております。ご入館には事前のご予約が必要です。
　詳しくは公式ホームページをご覧ください。https://minato-kagaku.tokyo/

港区子どもサミットを開催しました！
　港区教育委員会は、平成 19 年度から「いじめのない学校づくり」など
をテーマとして港区子どもサミットを毎年開催しています。港区子どもサミッ
トでは、港区立小中学校の代表児童・生徒が、各学校や家庭で実践し
ていることを報告し合い、「今後、自分たちがするべきことやできること、
大人に期待すること」について話し合う場としてきました。
　一昨年度より港区議会棟（本会議場や各委員会室）をお借りして開催
し、今年度は12月７日（月）に「私たちのまち港区をよりよいまちにしよう
～ SDGsの達成に向けて～」をテーマに、活発に議論を行い、最後に大人
への提言をまとめました。
　本会議場では、代表児童・生徒による教育長への質問を行ったり、大
人への提言を議決したりと、港区議会さながらでした。また、各特別委
員会では「共生社会の実現に向けた港区のまちづくり」、「いじめのない港
区のまちづくり」、「環境にやさしい港区のまちづくり」、「安全で安心して
暮らせる港区のまちづくり」、「東京2020大会を盛り上げる港区のまちづく
り」について、児童・生徒が各学校で話し合った意見をもちより、大人へ
の提言としてまとめました。
　この貴重な体験は、参加した児童・生徒にとって、将来、主権者とし
て政治に参画するという自覚を育む機会となりました。各特別委員会か
らの報告により議決した大人への提言は、次のとおりです。

令和2年度

1 子ども保健福祉特別
委員会 「いろいろな体験を行うとともに、行動に移す」

2 子ども文教特別委員会 「いじめを０
ゼロ

に、笑顔を無限に」

3 子ども環境対策特別
委員会

「ポイ捨て０
ゼロ

でグリーンでクリーンなまち港区
～次の世代にきれいなまちを～」

4 子ども安全対策特別
委員会 「Safety Waterfront MINATO」

5
子どもオリンピック・
パラリンピック対策
特別委員会

「世界と送る　新たなエール」

料 金　無料　プラネタリウムのみ有料
開催期間  ２月23日（火・祝）まで
　　　　 午前9：00 ～午後8：00（最終入館時間午後7：30）
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９：00 ～午後８：00
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2a出口から徒歩10分

みなと科学館冬の企画展「月」展 開催中

〔問い合わせ先〕　教育人事企画課　☎︎5422-1541
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円滑な学校生活をスタートするために 就学支援シート  を活用しませんか

〔問い合わせ先〕　教育人事企画課特別支援教育担当　☎︎5422-1543

　令和３年４月に区立小学校へ入学するにあたり、
ご家庭や在籍園、療育機関等での生活や支援の様
子等を小学校に引き継ぐために、「就学支援シート」
をご活用下さい。小学校では、記入された内容を
参考にし、入学後に必要な配慮、支援方法等を検
討します。

配 　 　 布　12月上旬から、区内の就学前機関を通じて配布しています。

作 成 方 法 　作成を希望する保護者は、就学支援シートを記入後、在籍する幼稚園や保育園、療育
機関等にお渡しください。

提 出 時 期 　就学先が決定してから２月下旬までに、保護者が就学先の学校に直接持参して下さい。

v v  教育相談室（来所教育相談）から v v

子どもの年齢にかかわらず、子育て
をしていると「どうしよう。」、「困った。」、

「どうしたらいいのだろう。」などの不安
や悩みをもつことは誰にでもあること
です。一人で悩むと、時に、問題を抱
え込んでしまったり、孤立してしまった
りすることもあるかと思います。子ど
もの問題を改善しようとするとき、保
護者が誰かに支えられていることは、とても大切なことです。

教育相談室では、「学校に行きたがらない」、「友達とうまくいかない」、「学習に
集中できない」、「チックがある」などの学校や家庭でお困りのことや、「子どもとど
う接していいかわからない」「子どもが反抗的」などの子育てに関する悩みなど、子
どもに関する様々な御相談をお受けしています。専門の心理士が、保護者の思い
に寄り添いながら、共に子どもに対する理解を深め、問題改善への道を探り、子
どもの成長を支えていきます。港区内在住・在学の18歳までの子どもと、その保
護者が対象です。

相談内容は全て守秘義務により守られます。もし、日々の子育ての中で困って
いることや、悩んでいることがございましたら、地域の最も身近な相談室として
教育相談室をお気軽に御利用ください。まずは、お電話での予約が必要になりま
す。初回の面接でより詳しいお話をうかがい、継続して相談をお受けするか、場
合によっては他の適切な機関を御紹介させて頂くかを判断いたします。また、必
要に応じて知能検査を実施することも可能です。保護者や子どもの了解のもと、
医療機関等の御紹介や他機関との連携も行っています。どうぞ、お気軽に御相談
ください。

なお、港区立教育センター教育相談室は、令和2年4月より虎ノ門に移転しま
した。

港区立教育センター　教育相談室　
来所受付 ☎︎03-5422-1545　〒105-0001 港区虎ノ門3-6-9 4階
月～金　午前9時～午後5時 （祝日・年末年始を除く）

プレイルーム

　木を彫り、金属を造形し、機（はた）を織り、土をこねる。日
本では古来より自然の恵みを受けてモノをつくり、生活に利便性
と潤いをもたらしてきました。育まれた技術は独自の文化を醸成
し、その時代の歴史を彩ってきました。こうして培われた現代に
生きる技のありようを伝統工芸といいます。
　港区でもさまざまな匠たちが技を磨き、伝統工芸を今に守り伝
えてきました。彼らのなかでも、木工芸の中䑓瑞真（なかだいず
いしん、1912 ～ 2002、重要無形文化財保持者（人間国宝）・港
区名誉区民）と、彫金の服部雅永（はっとりまさなが、1918 ～
2005、港区無形文化財保持者）は大正から平成の同時代を生き、
奇しくも同じ芝地区で制作活動を行い、木工・金工の分野で独自
の世界を構築しました。本展では中䑓・服部による作品を中心に、
図面や制作道具、制作工程の映像もあわせて展示します。木材や
金属から生み出された類い稀なる技の結晶は、港区が誇るべき

「匠の世界」です。
　なお、同時開催として「未来に伝えよう！みなと遺産　新指定
文化財展（令和２年度）」を行います。

〒108-0071　港区白金台4-6-2ゆかしの杜
電　　話：6450-2107
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・東急バス「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。

詳しくは郷土歴史館のホームページ
https://www.minato-rekishi.com/ 

適応指導教室（つばさ教室）のご紹介

〔問い合わせ先〕　教育人事企画課　☎︎5422-1541

〔問い合わせ先〕生涯学習スポーツ振興課生涯学習係　☎︎3578-2743

　適応指導教室（以下つばさ教室）は、心理的要因等により、長期間学
校に登校できない児童・生徒に対して学校復帰に向けた支援をする教室
です。つばさ教室では、学習活動のほか、週に１回外国語活動や体育的
活動の時間に加えて校外学習（学期に１回程度）や調理実習、茶道など
様々な体験活動も行っております。
　また、様々な悩みを相談できる環境も整っております。区立小・中学生
を対象とした施設ですが、私立小中学生についても区内在住であれば、
在籍校の校長との協議の上、利用をすることができます。希望がある場
合には、下記問い合わせ先までご相談ください。
※適応指導教室つばさは、令和２年４月１日より新しい教育センター内に移転しました。

  新住所  　 〒１０５- ０００１　港区虎ノ門３-６-９ ４階

生涯学習施設の臨時休館
  生涯学習センター  

令和３年 ４月19日（月）、５月17日（月）、６月21日（月）、７月19日（月）、
 ８月16日（月）、９月20日（月・祝）、11月15日（月）、12月20日（月）
令和４年 １月17日（月）、３月21日（月）

  青山生涯学習館  

令和３年 ６月14日（月）、９月13日（月）、12月13日（月）
令和４年 ３月14日（月）

  令和３年度  

施設保守点検等のため臨時休館します。

中䑓瑞真作
桐木地二十四弁輪花盛器
（港区立郷土歴史館蔵）

郷土歴史館企画展のお知らせ「匠の世界 ―木工芸家・中䑓瑞真と彫金家・服部雅永―」

会　　期：令和３（2021）年１月16日（土）～３月21日（日）

会　　場：港区立郷土歴史館　特別展示室

休 館 日：１月21日（木）、２月18日（木）、３月18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：200円、小・中学生・高校生：100円
　　　　　常設展とのセット券  大人：400円、小・中学生・高校生：100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)。

※2月11日（木・祝）は区民無料公開の日です。常設展と企画展のどちらも区民の方は
無料で観覧できますので、区内在住であることを証明できるものをご持参ください。



3

 教育委員会のうごき
～令和２年10月～令和２年12月

　教育委員会は、定例会が３回（10月13日、11月10日、
12月10日）、臨時会が５回（10月21日、10月27日、11
月13日、11月24日、12月22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年度港区立幼稚園の定員及び園児募集につ
いて

◦新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営に関
するガイドライン改訂版について

◦港区立郷土歴史館特別展示室の観覧料について
◦令和３年度港区立生涯学習センター及び港区立青山

生涯学習館の臨時休館について

[問い合わせ先]　教育長室教育総務係 ☎︎3578-2712[問い合わせ先]　教育人事企画課教職員人事係 ☎︎3578-2715

　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。

学校屋内プール開放 港区在住・在勤者の方に一年を通して開放しています。
身近な学校屋内プールをご利用いただき、健康づくりにお役立てください。

         利用日及び利用時間　　   　　利用料金　　
　2時間：大人 500円、小学生・中学生・高校生 100円
　未就学児、65歳以上（区民）、障害者（区民）は無料です。
　※毎月第１・３日曜日は、区民無料公開日です。（個人登録証をお持ちください。）
　※毎月第２・４土曜日は、区内在住の小学生・中学生・高校生は無料です。

　　  対　象　  　

　区内在住・在勤者
　※プールを利用するときは個人登録証が必要です。（中学生以下は不要です。）
　※個人登録証はプール受付で作成できます。
　　 在住・在勤の証明ができるものをお持ちください。

【利用にあたって】
●水着と水泳帽を着用してください。
●浮輪等の補助具の持ち込みは禁止です。
●3歳未満と、おむつのとれていない乳幼児は、プールに入

場できません。
●小学3年生以下の利用は、プールに一緒に入っていただく

大人（高校生以上）の付き添いの人が必要です。付き添い
は大人1人につき、子ども2人までです。

●中学生以下の夜間の利用は、プールに一緒に入っていただ
く大人（高校生以上）の付き添いの人が必要です。

●駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車での来
場はご遠慮ください。〔問い合わせ先〕　生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係　☎︎3578-2747

　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。

港南・本村・赤坂小学校 木・金曜日
午後5時～ 8時 土・日曜日及び

利用日が祝日と重なる日
午前10時～正午
午後1時～ 3時

午後3時30分～ 5時30分
午後6時～ 8時

御成門中学校 火～金曜日
午後6時30分～ 8時30分

高松・高陵中学校
木・金曜日

午後6時30分～ 8時30分
※高松中は第2金曜を除く

お台場学園港陽中学校

夏季休業日（7/21 ～
8/31）の木・金曜日

午後1時30分～ 3時30分
午後3時45分～ 5時45分

土・日曜日
午前10時～正午
午後1時～ 3時

午後3時30分～ 5時30分
午後6時～ 8時

利用時間は学校行事等により変更がありますので、プール備付けの開放予定表でご確認ください。
また、開放予定表は、区のホームページまたは各公共施設でご覧いただけます。
※新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言の発出を受け、学校屋内プールの開放時間を短縮していま

す。詳しくは、区のホームページをご覧ください。

学校給食費納付のお願い

〔問い合わせ先〕　学務課　☎︎3578-2735

教職員の働き方改革を推進し、
子どもと向き合う時間を創出しています！

　港区では、教職員が仕事と生活を両立し、心身ともに充実して子どもたちと向
き合い、より質の高い教育を実現するために、教職員の働き方改革を推進してい
ます。
　子どもたちの生き生きとした学びと成長を支える魅力ある幼稚園・学校づくり
をめざすため、引き続き保護者・地域の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
【港区の教職員の働き方改革の状況】

　平成30年度から教職員の働き方改革に一層力を入れ、少しでも教職員の負担を
軽減できるよう各事業に取り組んでまいりました。
　平成30年度と令和元年度の１週間当たりの在校等時間を比較すると、幼稚園で
は約４時間、小学校では約５時間、中学校では約６時間程度、時間外労働時間が
縮小しました。

●教職員がリフレッシュするための時間を創出し、心身の充実につなげます！
・定時退勤実現の取組の推進や夏休み期間等の閉校（園）日の設定を行っています。
・平成30年度に導入した留守番電話装置を引き続き活用し、原則平日の19時以降、土・

日曜日、祝日については、留守番電話対応となっています。

●教職員をサポートする人材を確保します！
・学習プリント等の印刷・配布準備、授業準備、採点業務の補助などを行うスクール・

サポート・スタッフを配置しています。
・教職員に代わって部活動の実技指導や試合の引率を行う部活動指導員を拡充しています。
・学校の経営にかかわる業務を支援する学校経営支援員（副校長補佐）を配置しています。

港区での主な取組事例
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13.1

令和元年度

小学校
20.0

17.3

（時間）

10.0

0.0
平成30年度

11.8

令和元年度

中学校
20.0

14.5

（時間）

10.0

0.0
平成30年度

8.5

令和元年度

〈週当たり時間外労働時間数（平成30年度、令和元年度）の比較〉
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　令和２年11月４日（水）、港区立小学校PTA連合会と教育委員会
との共催事業「われら区役所たんけん隊」がオンラインで開催され
ました。
　この事業は、子どもたちが自分たちの住む「まち」について考え、身
近な区役所の仕事やしくみ、区が自分たちの暮らしにどのように関係
しているかについて学習することを目的に実施しています。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により従来からの実施
方法を変更し、案内人とカメラを装着した職員が区役所を巡り、その
映像をスポーツセンターや各学校にいる区立小学校３～６年生の児童
77人と共有することで区役所の各課を訪問しました。

〔問い合わせ先〕　生涯学習スポーツ振興課生涯学習係　☎︎3578-2742

区長室、環境課、防災課（防災行政無線室）、教育長室、選挙管理委員会事務局

　今回訪問した課等　

[問い合わせ先]  図書文化財課学校支援担当　☎︎3437-6621

　小学生・中学生の両部門で合計676作品の応募をいただ
きました。審査の結果、教育長賞４作品、図書館長賞10作
品が全国コンクールへの推薦作品として選考され、11月14
日に、港区立郷土歴史館で表彰式を行いました。

図書館を使った調べる
学習コンクール

の表彰式を開催しました！

港区立
赤羽幼稚園
☎3452-0246

　赤羽幼稚
園 は、11月
28日（ 土 ）
に、併設す
る赤羽小学
校の講堂に
て、開園50
周年記念式
典を開催い
たしました。式典と、それに続くアトラクションでは、「幼
稚園のスペシャル誕生会をしよう！」と、５歳児が中心
となって主体的に取り組んできた歌や言葉、地域の方
に御指導いただいた太鼓の演奏を披露しました。
　さらにアトラクションでは、50周年記念キャラクター
の「ねこまる」も登場し、保護者が作詞・作曲してくださ
った「50周年記念ソング」に合わせてお祝いのダンスを
踊り、御来賓の皆様から温かい拍手をいただきました。
　これまでの皆様の御支援に感謝するとともに、これ
からも地域の皆様と一緒に、未来を担う子供たちの育
成に全力を尽くしてまいります。

50
周年

オンラインわれら       たんけん隊区役所

タイトル 学校名 学年 氏名

ショウワショキノショウガク
セイ
ーひいおじいちゃんとひいお
ばあちゃんがこどものころの
おはなしー

白金小学校 1 上野　紗愛

SUSHI　
～「すみませーん、めねぎ６か
ん、くださーい！！」～

港南小学校 2 金田珠璃亜

縄文時代は何故約一万年も続
いたのか？ 御成門小学校 4 加藤　江莉

騒音の大研究　－すごい音…
誰もが空を見上げるよー 芝浦小学校 5 赤城　明花

～入賞・入選作品の展示会を
　　　　　　　　  開催します～
　入賞作品(教育長賞４作品、図書館長賞
10作品)、入選作品（優秀賞14作品)の展示
会を行います。ぜひご覧ください。
 開催期間 ：２月20日(土) ～２月28日(日)

 開催時間 ：月～土曜日　午前９時～午後８時
 　 日曜日・祝日　午前9時～午後5時
 会　　場 ：港区立高輪図書館

[問い合わせ先]　生涯学習スポーツ振興課生涯学習係　☎︎3578-2742

　港区立中之町幼稚園
は、「ＰＴＡのサークル
活動」など独自の取組
を行い、地域団体と連
携して園児の生活をよ
り彩り豊かにするため、
幅広くご尽力されたこ
とが認められ、文部科
学大臣から優良ＰＴＡ
として表彰されました。

港区立中之町幼稚園PTAが
文部科学大臣から表彰
されました

〈教育長賞〉

第2回
港区

港区立
中之町幼稚園 
☎3405-7619

　中之町幼
稚園は、明
治23年に赤
坂小学校中
之町分校附
属幼稚園と
して開園し、
今 年130周
年を迎えま
した。コロナ禍の中、12月5日、無事に記念式典を挙
行できましたことを大変うれしく思います。
　当日、式典には年長児のみ参列し、喜びの歌と言葉
を披露しました。120周年の時に作成された記念歌「さ
くらの木」に、修了児保護者が手話を付けてくださり、
ご来賓の皆様の前で子どもたちがお披露目をしました。
実行委員の皆様を中心に保護者、地域の皆様の多大な
るご支援、ご協力のお陰で、心温まる、記憶に残る式
典となりました。明治時代から5つの時代に亘って引き
継がれてきた歴史と伝統を大切にし、更なる発展を目
指していきます。

130
周年

港区立
御田小学校 
☎3451-3997

　御田小学校
は、平 成12年
に、旧御田小
学校と南海小
学校が統合し
て生まれた学
校 で す。10月
24日（土）に、
ご来賓、地域
の皆様にご参
列をいただき、開校20周年の記念式典を開催いたしました。
　式典には、御田小学校の児童を代表して、６年生児童が参列しま
した。式典後半では、「御田小のあゆみ　～かがやく伝統 はばたけ
御田小～」と題して、群読「おまつり」、旧２校を含めた御田小の歴史
と現在の御田小学校の児童の様子を写真とともに振り返り、「ふるさ
と」を合唱しました。また、６年生有志が「御田太鼓」を披露しました。
会場には、全校児童で作成した本校のキャラクター「ヒマラヤくん」の
モザイクアートを展示し、20周年を祝う気持ちを表現しました。
　新型コロナウィルス感染症対策のため、規模を縮小し、制約のあ
る中ではありましたが、心のこもった式典を挙行することができ、改
めて、地域の方 、々保護者の皆様方に感謝申し上げます。これからも、
地域とともに発展する学校として、教育活動を行ってまいります。

20
周年

図書館長賞と優秀賞の受賞
作品は、区立図書館ホームペー
ジに掲載しています。
区立図書館ホームページQRコード


