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港区の数値

月
号

7
港区教育委員会

平成26年度 学校基本調査による
園児・児童・生徒数

(平成26年5月1日現在)

区立幼稚園（12園)  993名
　　小学校（19校） 7,281名
　　中学校（10校） 1,929名
私立幼稚園（14園） 1,991名

　　　　（うち区外在住は600名）

７月１日（火）麻布図書館がリニューアルオープンしました

交通手段
◦地下鉄  大江戸線・南北線
　麻布十番駅　5a、7出口
◦ちぃばす
　麻布十番公共駐車場前バス停　麻布十番バス停
◦都バス
　麻布十番駅前バス停

5階 視聴覚室
◆ 月曜～金曜は
    9:00 ～ 20:00
◆ 土日祝、12/28は
    9:00 ～ 17:00

4階 図書　CD・DVD

3階 図書　新聞・雑誌

2階 児童書

２階

児童コーナー、調べものコーナー、授乳室、対面朗読室
◦ 児童専用フロアとして、子どもの本や紙芝居等をそろえています。
◦ カーペット敷きのおはなしコーナーを設置し、児童・乳幼児とその保護者が気軽に本に触れ合える場所を

用意しました。
◦ 読書が困難な方のために対面朗読室を設け、朗読サービスを提供します。

３階

一般図書、新聞・雑誌コーナー、ヤングアダルトコーナー、閲覧室、カウンター席
パソコン席、総合カウンター
◦ 小説、エッセイ、実用書、趣味娯楽、ヤングアダルト図書、新聞、雑誌をそろえています。
◦ カウンター席のほかに閲覧室があります。
◦ カウンター席の一部では、持込ノートパソコンが使用できます。
◦ 総合カウンターでは、図書に関する相談（レファレンス）をお受けします。

４階

一般図書、専門書、外国語図書、ＣＤ・ＤＶＤ、閲覧室、カウンター席
◦ 外国人が多い地区にふさわしい幅広い外国語資料をそろえています。
◦ ＣＤ、ＤＶＤの視聴覚コーナーがあります。
◦ 利用登録者が使えるインターネットパソコンを用意しています。
◦ カウンター席のほかに閲覧室があります。

５階
視聴覚室
◦ 映画会や子ども会などさまざまな催し物を開催します。

問い合わせ
図書館について　麻布図書館　3585-9225

図書館の夏休み子ども会
図書館では、夏休み期間中、お子さんを対象に夏休み子ども会を開催します。工作など楽しい内容を企画しています。

費用はすべて無料ですので、お気軽にご参加ください。
とき としょかん ところ 内容 対象・定員 申し込み方法

7/24（木）
　午後2時から
　午後4時まで

みなと図書館
3437-6621

地下1階
集会室

夏休み子どもサイエンス教室
「身の回りの科学現象を写してみよう！」
※デジタルカメラが必要です。

小学校4年生から
6年生まで20人

（抽選）

往復ハガキの往片に郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電
話番号・学校名・学年　復片に郵便番号・住所・氏名を明
記のうえ　〒105-0011 港区芝公園3-2-25　港区立みな
と図書館学校支援担当まで　7月10日（木）消印有効
一人一通まで　複数応募・記載不備は無効

7/29（火）
第1部：
　午前9時15分から
　正午まで
第2部：
　午後1時30分から
　午後4時30分まで

みなと図書館
3437-6621

地下1階
集会室ほか

夏休み子ども会
「一日図書館員になろう！」

第１部：小学5・6年生
第２部：中学1 ～ 3年生

各部　6人
（申込順）

7/7（月）から、みなと図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。
中学生の方は、「おはなし会体験コース」か「本の修理・装
備コース」か選んだ上でお申し込みください。（必ずしもご
希望に添えるわけではありません。）

8/6（水）
　午後2時から
　午後3時30分まで

港南図書館
3458-1085

3階
視聴覚ホール

夏休み工作会
「新聞紙ではりこの犬を作ろう！」

小学生20人
（申込順）

7/23（水）から港南図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。

8/6（水）
　午後2時30分から
　午後4時まで

麻布図書館
3585-9225

5階
視聴覚室

夏休み子ども工作会
「キラキラ　ビー玉万華鏡をつくろう」

小学1年生から
3年生まで20人

（申込順）
7/15（火）から麻布図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。

8/23（土）
　午後2時から
　午後3時30分まで

高輪図書館
5421-7617

高輪図書館
視聴覚室

夏休み工作会
「飛び出すおはなし
ポップアップ絵本を作ろう！」

小学生20人
（申込順）

8/4（月）から高輪図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。

8/27 (水)
　午後1時30分から
　午後3時まで

三田図書館
3452-4951

地下1階
視聴覚ホール

夏休み工作会
「せんたくばさみで、とばそうロケット！」

小学生20人
（申込順）

8/1（金）から三田図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。

8/27（水）
　午後2時から
　午後3時30分まで

赤坂図書館
3408-5090

3階
多目的ホール

夏休み工作会
「作ってみよう！ほのぼのランタン」

小学生30人
（申込順）

8/9（土）から赤坂図書館で受付（電話）
受付時間は開館時間と同じ。

麻布図書館

図書館フロア案内

1階 「あっぴぃ麻布」が移転し、これまでの子育てひろば事業に加え、
新たに乳幼児一時預かり事業も実施します。

子育て支援施設（あっぴぃ麻布）

鳥
居
坂

麻布地区
総合支所

麻布十番駅７
十番稲荷神社

麻布十番駅５a

新一の橋交差点

ちぃばす

ちぃばす

麻布図書館
あっぴぃ麻布

住所：六本木5-12-24
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平成27年４月に、三光小学校・神応小学校・朝
日中学校が統合して開校する「港区立小中一貫教育
校白金の丘学園」の校章デザインが下記に決まりま
した。

このデザインは、新たに開校する白金の丘学園の
シンボルとして、子どもたちの健全な成長を願い、
地域とともに未来へ飛躍していく姿を表現してい
ます。

[問い合わせ先]　教育政策担当　内線2722 [問い合わせ先]　指導室　内線2760

[問い合わせ先]　指導室　内線2760

白金の丘学園の
校章デザインが
決まりました！！

保幼小合同研修会を開催しました
～ 保育園・幼稚園・小学校の連携 ～

区教育委員会では、質の高い幼児教育の実現に向けて、保育園・幼稚園・小学校が連携した教育を進めています。一人一人の
保育士や教員が園・学校で、きめ細かな指導を実践することが、幼児教育の質の向上につながるものと考えます。

その一環として、平成26年6月18日（水）、区立芝浦幼稚園で公開保育、区立芝浦小学校で協議会及び講演会を行い、この日は、
約150名の参加がありました。

この研修会の目的は以下の２点です。

（１）保育園及び幼稚園における幼児の姿を観察することを通して、幼児期の教育の発達に応じた指導について理解する。
（２）公私立の保育士や教員が共に同じ場で協議することを通して、互いの指導について理解を深める。

小・中学校連合行事のご案内
区立小・中学校の児童・生徒が一堂に会し、下記の日程で連合行事が行われます。

行　事 実施予定日 会　場 対　象

小学校水泳記録会    9月  6日（土）

港区立芝浦小学校
港区立港南小学校
港区立本村小学校
港区立赤坂小学校
港区立三田中学校
港区立高松中学校

小学校６年生

中学校水泳記録会    9月10日（水） 港区スポーツセンター 各中学校からの選抜者

中学校連合体育大会 10月  8日（水） 駒沢陸上競技場 中学校２年生

特別支援学級合同運動会 10月10日（金） 港区スポーツセンター 特別支援学級
児童・生徒

中学校音楽交歓会 10月14日（火） メルパルクホール 各中学校からの代表者

小学校連合運動会 10月21日（火）
予備日10月28日（火）

江東区夢の島
陸上競技場 小学校６年生

英語発表会 11月12日（水） 赤坂区民センター
区民ホール 各中学校代表者

小学校音楽鑑賞教室 12月  5日（金） サントリーホール 小学校５年生

中学校音楽鑑賞教室 12月  9日（火） サントリーホール 中学校３年生

５歳児から小学校１年生の接続期をつなぐ３つの力
① 生活上の自立につながる健康・体力（生活習慣・運動）を生活する力
② 学びの自立につながる学びの芽生え（思考力・表現力）を発見・考え・表現する力
③ 精神的な自立につながる豊かな人間性（自己発揮・他者理解・規範意識）をかかわる力

① 公開保育 ３・４・５歳児のどの学年でも、園庭で体を動かしたり、保育室で友達
とごっこ遊びを楽しんだりするなどの主体的に遊ぶ姿が見られました。

② グループ協議 グループの報告では、「子どもの動きを引き出す環境の構成が大事という
ことが分かった」「保育園の子も幼稚園の子も、みんな同じ発達というこ
とを共有できた」など、いろいろな校種の方と協議したことによる気付
きがあり、参加者一人ひとりが指導について見直す機会となりました。

③ 講　　演 國學院大學人間開発学部　子ども支援学科　教授　神長　美津子先生
の、「『育ちと学びをつなぐ』保幼小の連携」のお話では、保幼小の連携の
必要性を共有するとともに、保育士も教員も一人の子どもの発達を共通
の視点をもって見ることの重要性を伺うことができました。

小学校入学前教育カリキュラムの作成
港区では、現在、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、

以下の三つの力を視点として、「小学校入学前教育カリキュラム」を作成しています。

緞帳、レリーフ等の場合の配色例
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学校プール開放
【夏休み】
◆ 対象  区内在住の小・中学生とその保護者
◆ 料金  無料
◆ 学校プール開放日・利用時間

開 放 校 開 放 日 時    間
赤羽小学校 8月4日（月）～ 8日（金）

午前10時～正午
三光小学校 8月4日（月）～ 6日（水）
神応小学校 8月4日（月）～ 6日（水）
南山小学校 8月1日（金）
赤坂小学校 8月11日（月）～ 15日（金）

【利用にあたって】
◦水着と水泳帽を着用してください。
◦浮輪、水鉄砲などの遊具をお持ちいただけます。
◦3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、プールに入場できません。
◦小学生未満の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい。（大人1人につき
　子ども2人まで）
◦駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車の来場はご遠慮ください。

  いよいよ暑い夏！夏といえばプール！！
　今年も夏休み学校プール開放を実施します。

　夏の太陽の下、元気いっぱいプールに出かけましょう。

アクアフィールド芝公園
（芝公園多目的運動場）プール

◆ 対象　区内在住・在勤を問わず利用できます。
◆ 料金  ２時間：大人500円　小・中学生200円
　（超過料金　1時間ごと　大人250円　小・中学生100円）
　 区内在住の65歳以上の人（身分証明書持参）、区内在住の障害のある人
　（障害者手帳等持参）及び未就学児童は無料
◆ 利用期間  ７月１日（火）から９月15日（月）まで。
　ただし海の日（7月21日）は、区民水泳大会のため休場
　プールの清掃・水の入れ換えのため、８月４日（月）は休場。
◆ 利用時間  午前９時～午後８時（９月１日以降は午後５時まで）
◆ 所 在 地　港区芝公園2-7-2　地下鉄都営三田線芝公園駅下車1分

【アクアフィールド芝公園(芝公園多目的運動場)プールの利用にあたって】
◦水着を着用してください。
◦3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、プールに入場できません。
◦小学3年生以下の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい（大人
　1人につき子ども2人まで）。
◦中学生以下の夜間（午後5時以降）の利用は大人（高校生以上）と一緒に　
　泳いで下さい（大人1人につき子ども2人まで）。
◦駐車場はありません。　車、バイクでの来場は、ご遠慮ください。

夏休みに自分の力を試す家庭での有意義な過ごし方
　― 子育てに台所（キッチン）を活用してみませんか ―

また、生活実践の場として

♦ 身の回りの整理・整頓が自分でできるようにしましょう。
♦ 「ありがとう」「ごめんなさい」の言葉が場や状況に応じて言えるようにし

ましょう。
♦ 自分が言われたりされたりして嫌なことは、他の人には絶対しないように

しましょう。
♦ 常に礼儀正しく、丁寧な言動が出来るように心がけましょう。
♦ 夏休みを家族の絆を深める機会として活用し、子どもに自己有用感をも

たせましょう。
♦ 親も子も、夜更かしを控えて朝の比較的過ごしやすい時間を有意義に使

いましょう。
♦ 子どもと活動を共にする時の会話を楽しみましょう。
♦ まず子どもに「どうしたいの？」「なぜ、そうしたの？」と子どもの考えに耳

を傾けましょう。指示や叱責を多く受ける子に、主体的に活動をする子
はいません。

♦ 失敗した時すぐに叱るのでなく、失敗の原因を考えさせ成長の糧にしまし
ょう。

♦ 子育ての悩みを一人で抱え込まず、相談できる人や場をつくりましょう。

なども有意義なことです。

もうすぐ夏休みがやってきます。お子さんと触れ合う機会が多くなるこの
時期に、親子の関わり方を考えたり、家族の一員としての自覚を深めたり
してはいかがでしょうか。

子どもたちが生き生きと活動する場所が、幼稚園や学
校から、家庭や地域に変わる夏休みがやってきます。実
質44日間もある今年の夏休みを、親としてどのように子
どもたちと過ごしていこうかと考えを巡らせていらっし
ゃる方々が多いのではないでしょうか。

さて、教育センターでは、電話による教育相談を行っ
ています。昨年度の電話教育相談の件数は127件でした。
相談内容の内訳は右図のようになりました。この結果を見ると、子育ての方法で悩
んでいらっしゃる方が多いことが分かります。

親の子どもへの愛情の注ぎ方には、様々な方法があります。どの家庭でも比較的手
軽にできる、子どもとの共有体験を通した愛情の注ぎ方をお勧めします。それは、家
事を一緒にすることです。そして家事の中でも、家族が食べる食事を一緒に料理する
ことをお勧めします。子どもが家庭に居る時間が長くなる夏休みは、絶好の機会です。

子育ての最終目的が自立とすれば、料理をつくるという食育実践の直接体験は、自
尊感情を育てる一番簡単で一番効果が上がる方法だと思います。今、日本の子どもた
ちの自尊感情の低さが様々な形となって表れています。しかし、このような子ども
たちでも失敗を繰り返しながら美味しい料理を自分がつくることができたとき、揺
るがぬ自信が生まれます。そして、それをみんなが喜んで食べてくれたら、子ども
はどんなに嬉しいでしょうか。共感力が無いと言われる子どもたちにも、きっと共
感から貢献へと意識を高めることが出来ます。

将来の自立に向かって、家族それぞれに食事をつくる体験があれば、それぞれを
思い合う料理も生まれてきます。親が一人で背負い込むのではなく、みんなが食を
分け合うことができたら子育ては本当に楽になり、結果として、子どもはかけがえ
のない家族としての自分も発見できるのです。台所を生きる力を付ける場として活
用してみませんか。

【利用にあたって】
◦水着と水泳帽を着用してください。
◦3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、プールに入場できません。
◦小学3年生以下の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい（大人1人に
　つき子ども2人まで）。
◦中学生以下の夜間の利用は、大人（高校生以上）の送り迎えが必要です。
◦駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車の来場はご遠慮ください。

【通年】
◆ 対象  区内在住・在勤者で個人登録証をお持ちの方。（中学生以下は不要です。）
　※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。
◆ 料金  2時間：大人400円  小・中学生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、小 ・中学生は無料です。
◆ 利用日及び利用時間
港南・本村・赤坂小 木・金曜▶ 午後5時～ 8時

土・日曜及び利用日が祝日と重なるとき 
▶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 火～金曜▶ 午後6時30分～ 8時30分

高松・高陵中 木・金曜▶ 午後6時30分～ 8時30分

港陽中 土・日曜▶ 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 
 夏休み（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

開放時間は学校行事等により変更がございますので、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。

夏のプール情報

[問い合わせ先]　教育センター　☎3451-3221

[問い合わせ先]
◦アクアフィールド芝公園
（芝公園多目的運動場）
 TEL：5733－0575

◦学校プールについて
みなとコール（港区コールセンター）
TEL：5472－3710

電話相談の内訳

家庭・地域
37.1%

学校生活
37.1%

進路関係
15.6%

学業
10.2%

次の児童館、中高生プラザなどにも乳幼児や小学生がプール遊び〔ビニール
プール・組み立て式プールなど〕や水遊びをするスペースがあります。
小学生のプール遊びを実施していない施設もあります。対象年齢や実施日、
時間帯など詳細については各施設にてご確認下さい。

青山児童館・豊岡児童館・高輪児童館・白金台児童館・台場児童
館・神明子ども中高生プラザ・赤坂子ども中高生プラザ・港南子
ども中高生プラザ・芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
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港郷土資料館
コーナー展

夏休み学習会

土曜体験教室

夏休み体験
ミュージアム

※詳しくは港郷土資料館のホームページ
 http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/muse/

をご覧になるか電話でお問合せください。

教育委員会のうごき
平成26年 4月～ 6月

[問い合わせ先] 庶務課 内線2714

  8月11日～ 20日 区立幼稚園紹介「三光幼稚園」
  9月 １日～ 10日 区立幼稚園紹介「港南幼稚園」
10月 １日～ 10日 港区小中学校海外派遣事業　①海外派遣結団式　②海外派遣報告会
       21日～ 31日 区立幼稚園紹介「麻布幼稚園」

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
献立を立て、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
給食を作っています。
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ると食材購入
に支障をきたし、他の児童・生徒に迷惑
をかけます。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。

「港区指定文化財 館蔵資料　宇田川家文書
 ─ 肥後熊本藩細川家御用達商人の記録 ─」
開催期間：平成26年7月18日（金）～平成26年10月11日（土）
館蔵資料より、江戸時代、肥後熊本藩細川家の御用達商人を勤めてい
た宇田川家の資料を紹介します。

ケーブルテレビ（J：CＯＭチャンネル港・新宿）
教育委員会情報のお知らせ

教育委員会は、定例会が３回（４月８日、５月
13日、6月10日）、臨時会が４回（４月１日、４
月22日、5月27日、6月24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。

◦ 港区教育ビジョンの策定について
◦ 平成26年度学級編制等について
◦ 港区立赤坂中学校等の改築について
◦ 平成26年度港区小中学校海外派遣事業の概

要について
◦ 港区立小中一貫教育校白金の丘学園の校章

について
◦ 港区立港郷土資料館の夏休み期間中の臨時

開館について

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、教育委員会
事務局庶務課へお問い合わせください。

ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

港郷土資料館
開館時間：午前9時～午後5時
入 館 料：無料
休 館 日：日曜・祝日・毎月第三木曜日（7月17日、8月21日）
　　　　　夏休み中（7月21日～ 8月31日）は 日曜日・祝日 
　　　　　も開館しています。
住　　所：〒108-0014  港区芝5-28-4 三田図書館4階
電　　話：3452-4966
交　　通：ＪＲ田町駅徒歩5分
　　　　　地下鉄三田駅（Ａ3出口）徒歩2分
　　　　　港区コミュニティバス（ちぃばす）
　　　　　「田町駅前」停留所下車徒歩2分
　　　　　「田町駅西口」停留所下車徒歩3分

区立図書館は
特別整理のため

以下の期間休館します

〔問い合わせ先〕
図書・文化財課　☎3437-6621

内  容 古代の装身具の一つである管
くだたま

玉を作ります。
日  程 7月26日(土)午後１時30分～午後3時30分
対  象 小学１年生以上の区内在住･在勤･在学者(小学３年生以下は保護者同伴)
人  数 12人（抽選） 
場  所 三田図書館  ※保育サービスはありません
申 し 込 み 往復はがき（1人1枚）の往信面に、講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

電話番号、学校名、返信面のあて先欄に郵便番号、住所、氏名を明記の上、7月
16日（水・必着）までに、〒108-0014 港区芝5-28-4 港郷土資料館へ。

内  容 東京都埋蔵文化財センターで縄文土器の制作を体験しま
す。また、展示や「縄文の村」内の復元住居跡などを見学
して縄文土器や縄文時代について学びます。

日  程 7月23日（水）土器作り　午前9時30分～午後4時　（昼食持参）
8月20日（水）野焼き　　午前10時～午後3時　　  （昼食持参）

（雨天の場合は延期します。）
対  象 区内在住・在学の小学校3年生～中学生（小学生は保護者同伴）

※2日とも参加できる方
人  数 15名
場  所 東京都埋蔵文化財センター（住所：東京都多摩市落合1-14-2）

※現地集合です。
申し込み みなとコール（5472-3710）で先着順（申し込み期間：7月1

日～ 16日の午前9時から午後5時。ただし初日の7月1日は午後
14時～）

内  容 クジラの生態や東京湾に生息するクジラについて学習するとともに、
人びとの暮らしとクジラの関わりについて学びます。

日  程 8月7日（木）午後1時30分～午後3時30分
8月8日（金）午後1時30分～午後3時30分

対  象 区内在住・在学の小学校4・5・6年生・中学1年生
※2日とも参加できる方

人  数 15名（抽選）
場  所 東京海洋大学附属水産資料館（7日）　三田図書館（8日）
申し込み 往復はがき（1人1枚）の往信面に、講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりが

な）、電話番号、学校名、返信面のあて先欄に郵便番号、住所、氏名を明記
の上、7月18日（金・必着）までに、〒108-0014 港区芝5-28-4 港郷土資
料館へ。

「港区広報トピックス」の一部で放送（予定）されます。
毎日　午前10時～、午後1時～、３時～、5時～、9時～（30分）

〔問い合わせ先〕学務課　内線2735

学校給食費納付のお願い

図書館名 特別整理期間（休館日）
み な と 図 書 館   9月24日（水）～   9月29日（月）
三 田 図 書 館 10月13日（月）～ 10月18日（土）
赤 坂 図 書 館   9月14日（日）～   9月18日（木）
高 輪 図 書 館   9月29日（月）～ 10月  3日（金）
高輪図書館分室   9月  8日（月）～   9月11日（木）
港 南 図 書 館 10月  6日（月）～ 10月10日（金）

「古代のアクセサリーを作ろう！」

「チャレンジ！縄文土器を作ろう」

～東京湾 自然と人～「クジラ博士になろう！」


