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平成26年度（第8期）港区小中学生海外派遣
平成19年度からスタートした港区小中学生海外派遣は、児童・生徒を海外に派遣す

ることにより、外国の生活や文化、豊かな自然に触れることなどの直接体験を通して、
国際理解及び国際感覚の基礎を培い、英語を用いたコミュニケーション力を身に付けさ
せることを目的として行っております。今年度は、小学校6年生36名（赤坂小学校長・
曽根節子団長）が、7月21日から29日までの8泊9日でオーストラリア・ビクトリア州メ
ルボルン市に、中学校2年生44名（赤坂中学校長・伊藤俊典団長）が、8月11日から20
日までの9泊10日でオーストラリア・西オーストラリア州パース市に行ってきました。

派遣期間中、派遣児童・生徒は現地校のホストファミリーの家にホームステイすると
ともに、ホームステイ先のバディと一緒に授業や体験プログラムに参加しました。現地
校での生活は、オーストラリアの文化やよさを知るとともに、コミュニケーションの大切さを学ぶ機会となりました。また、小学
校では国際科、中学校では英語科国際の授業で学んだことを生かし、現地の方々と積極的に英語を用いてコミュニケーションを図り、
コミュニケーション力を高めることができました。

これらの経験を踏まえた派遣児童・生徒は、9月13日に赤坂小学校で行われた報告会において、海外の文化や生活はもとより、
英語を用いて積極的にコミュニケーションをとることの大切さなど、海外派遣を通して学んだことについて報告しました。

小学生海外派遣　メルボルン

中学生海外派遣　パース

平成27年4月に開校予定の港区立小中一貫教育校白金の丘
学園の校歌ができました。作詞・作曲は、白金の丘学園の
地元である白金高輪地域で生まれ育ち、現在もこの地域に
住居及び事務所を構えるなど、地域との縁が深い音楽家の
都倉俊一氏です。校歌の歌詞は、白金の丘学園のホームペ
ー ジ（http://www1.r4.rosenet.jp/sanko-es/ikkan1.html）で
掲載しています。ぜひご覧ください（朝日中学校、三光小
学校、神応小学校の各ホームページから入れます）。

白金の丘学園の新校舎を地域の皆様にお披露目するため、下記のとおり内覧会を実施します。

集合時間 見学時間
（30 ～ 40分程度）

第１回 12時50分 13時から
第２回 13時20分 13時30分から
第３回 13時50分 14時から
第４回 14時20分 14時30分から

【問い合わせ先】　教育政策担当　内線2722

区立幼稚園では、例年11月上旬から、園児募集を行っています。
定員や申込等の詳細は11月上旬に発行される広報や区ホームページ等で周知を行います。
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23年4月2日～平成24年4月1日生まれの人
4歳児　平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれの人
5歳児　平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれの人

開放期間 : 8月1日~8月15日
開放校数 : 5校
開放日数 : 延べ17日
利用者数 : 210人

区立幼稚園募集一覧
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

募集要項・申込書の配布
広報が発行された後、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。 【問い合わせ先】　学務課内線 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

白金の丘学園の校歌ができました! 白金の丘学園の校舎を内覧できます!

⃝受付期間　11月1日（土）午後3時から11月10日（月）まで
※申込時に参加希望の回を右表からお選びください。

　⃝対　象　どなたでも
　⃝日　時　平成26年11月29日（土）
　⃝場　所　白金の丘学園開校予定地（白金4-1-12）
　⃝定　員　各回50人（全4回）
　⃝申　込　みなとコール（03-5472-3710）に電話でお申込みくだ
　　　　　　さい。

総面積は2万308.9平方メートル、トレーニングパーク、武道場、競技場やプ
ールを設けた、区内随一の総合スポーツ施設です。現在のスポーツセンター
より一回り広く、親子参加型のプログラム、高齢者対象のプログラム等いろ
いろな教室を開催します。

新しいスポーツセンターは、
12月22日（月）に開設します。

所 在 地 芝浦1-16-1（みなとパーク芝浦内）
開 設 時 間 午前8時30分～午後10時30分
利 用 時 間 午前8時30分～午後10時
休 館 日 毎月第一月曜（祝日・振替休日にあたるときは、その翌

日が休館日）
年末年始（12月31日～ 1月3日）

区民無料公開日 毎月第1・3日曜は、区内在住者が無料で利用できます。
毎月第2・4土曜は、小・中学生が無料で利用できます。

新しいスポーツセンターの概要

海外派遣　報告会

【問い合わせ先】　指導室　内線2760

スポーツセンター休止のお知らせ
　田町駅東口北地区公共公益施設（みなとパーク芝浦）へ移転のため、下記の期
間スポーツセンターの利用を休止します。ご迷惑をおかけしますが、皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

利用休止期間　平成26年12月18日（木）〜平成26年12月21日（日）

【問い合わせ先】　生涯学習推進課　内線2753
　　　　　　　　スポーツセンター　（3452）4151

先着順
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学校に行こう!  港区教育推進月間
〜地域の子どもたちを応援してください〜

　港区は「教育の港区」として、各区立幼稚園、小・中学校でそれぞれ
特色ある学校づくりに取り組み、学習意欲や学力の向上等、子ども自
身が持っている力を伸ばす教育を行っています。
　毎年11月を「港区教育推進月間」とし、子どもたちの学習活動の姿・
成果等、さまざまな取組を、保護者をはじめ区民の皆さんに広くお知
らせする強化期間として、各区立幼稚園、小・中学校でさまざまな行
事に取り組んでいます。
　地域の幼稚園、小・中学校にぜひお出かけになって、子どもたちの
日常の生活や学芸会等、学習の成果をご覧ください。
※幼稚園・小中学校の行事日程等は 表1～3 を参照ください。

【問い合わせ先】　教育政策担当　内線2722

学校公開日および行事日程　平成26年10月後半～ 11月の予定を中心に掲載しています。

  　　小学校
小学校 隣接校(選択可能校) 公　開　日 学 校 行 事 日 程 住所   電話番号

御成門 赤坂・麻布・赤羽・
芝・お台場学園港陽

10月30日（木）～ 11月1日（土）・
11月15日（土）

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 10月29日(水) ～ 31日（金） 展覧会 11月14日（金）

      ・15日（土）
芝2-21-3
3456-3072

赤　羽 御成門・麻布・東町・
御田・芝 10月30日(木) ～ 11月7日(金) 学芸会 11月15日（土） 三田1-4-52

3451-1988

芝　浦 芝・御田・高輪台・港南・
お台場学園港陽 10月25日（土）～ 28日（火） 学芸会 11月22日（土）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

公開日は終了しましたが、いつでも見学
できます。学校へお問合せください。

ふれあいまつり 10月18日（土）
御田芸術祭 11月14日（金）
      ・15日（土）

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

10月17日（金）～ 21日（火）
※19日（日）を除く

セーフティ教室 10月18日（土）
合唱発表会 11月  8日（土）

高輪2-8-24
5447-0616

白　金 高輪台・白金の丘学園
白金の丘

公開日は終了しましたが、いつでも見学
できます。学校へお問合せください。 学芸会 11月15日（土） 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

神応小学校 公開日
10月23日（木）～ 25日（土）
三光小学校の公開日は終了しましたが、
いつでも見学できます。学校へお問合
せください。

三光小学校　音楽会 11月15日（土）
神応小学校　展覧会 11月  7日（金）
        ・8日（土）

三光小学校
白金3-18-2
3441-1001
神応小学校
白金6-9-5
3441-8391

港　南 芝浦・高輪台・
お台場学園港陽 11月8日（土）・9日（日）

地域総合防災訓練 11月  9日（日）
50周年記念 11月20日（木）
音楽会・展覧会    ～ 22日（土）

港南4-3-28
3474-1501

麻　布 御成門・赤坂・青山・笄・
南山・東町・赤羽 10月17日（金）～ 18日（土） 地域防災訓練 10月18日（土）

学習発表会 11月29日（土）
麻布台1-5-15
3583-0014

南　山 麻布・笄・本村・東町 10月16日（木）～ 18日（土） PTA南山フェスティバル 10月18日（土）
音楽会 11月15日（土）

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

11月1日(土) ～ 5日(水)
※2日（日）・3日（月・祝）を除く

音楽会 11月28日（金）
      ・29日（土)

南麻布3-9-33
3473-1462

笄 麻布・青山・青南・本村・
南山 10月17日（金）・18日（土）

道徳授業地区公開講座 10月18日（土）
学芸会 11月14日（金）
      ・15日（土）

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

公開日は終了しましたが、いつでも見学
できます。学校へお問合せください。

展覧会 11月14日（金）
      ・15日（土）

南麻布1-8-11
3451-7726

赤　坂 青山・麻布・御成門 10月25日（土）・11月29日（土）
道徳授業地区公開講座 10月25日（土）
開校記念集会 10月25日（土）
学芸会 11月29日（土）

赤坂8-13-29
3404-8602

青　山 赤坂・青南・笄・麻布 10月18日（土）・11月1日（土） PTAフェスティバル 10月18日（土）
学芸会 11月15日（土）

南青山2-21-2
3403-5588

青　南 青山・笄 公開日は終了しましたが、いつでも見
学できます。学校へお問合せください。

展覧会 11月28日（金）
      ・29日（土）

南青山4-21-15
3404-8608

お台場学園
港　陽

※2

御成門・芝・芝浦・
港南

公開日は終了しましたが、いつでも見
学できます。学校へお問合せください。

セーフティ教室 10月18日（土）
学芸発表会 11月  1日（土）

台場1-1-5
5500-2572

　　  中学校
中学校 公　開　日 学 校 行 事 日 程 住所   電話番号

御成門 10月28日(火) ～ 11月1日(土) 合唱コンクール 11月   1日（土）西新橋3-25-30
3436-3568

三　田 公開日等は終了しましたが、いつでも見学できます。学校へお問合せください。 三田4-13-13
5441-7348

高　松 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
学校へお問合せください。 合唱コンクール 11月   1日（土）高輪1-16-25

3441-6239

港　南 10月27日(月) ～ 11月1日(土) 学芸発表会 11月   1日（土）港南4-3-3
3471-0238

白金の丘学園
白金の丘※１

公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
学校へお問合せください。 朝日中学校　学芸発表会 11月   1日（土）

朝日中学校
白金3-18-2
3441-5361

六本木 11月4日(火) ～ 11月7日(金) 学芸発表会 10月25日（土）六本木6-8-16
3404-8855

高　陵 公開日等は終了しましたが、いつでも見学できます。学校へお問合せください。 西麻布4-14-8
3409-7687

赤　坂 10月14日(火) ～ 18日(土) 道徳授業地区公開講座 10月18日（土）
学芸発表会 11月   1日（土）

赤坂9-2-3
3402-9306

青　山 10月20日（月） ～ 25日（土） 学芸発表会 10月25日（土）北青山1-1-9
3404-7522

お台場学園　
港　陽※２

公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
学校へお問合せください。

セーフティ教室・薬物乱用防止教室 10月18日（土）
学芸発表会 11月   1日（土）

台場1-1-5
5500-2575

当日の公開時間や上記日程以外の見学等については各学校へお問合せください。
※1　白金の丘学園白金の丘小学校と白金の丘学園白金の丘中学校は朝日中学校・三光小学校・神応小学校の3校を母体として平

成27年4月から開校する小中一貫教育校白金の丘学園（所在地：港区白金4-1-12）です。
※2　お台場学園港陽小学校とお台場学園港陽中学校は小中一貫教育校お台場学園です。

　　   幼稚園
園名 公　開　日  行 事 日 程 住所   電話番号

赤羽 10月30日（木）・31日（金）
11月   6日（木）・   7日（金）

町ぐるみ運動会 11月9日（日）
学芸会 11月14日（金）・15日（土）
作品展 12月11日（木）

三田1-4-52
3452-0246

芝浦 10月24日（金）・25日（土） 未就園児の会 11月26日（水）
作品展 12月 5日（金）・   6日（土）

芝浦4-8-18
3452-0574

高輪 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
幼稚園へお問合せください。

運動会 10月19日（日）
作品展 12月 5日（金）・   6日（土）

高輪2-12-31
3447-3356

白金台 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
幼稚園へお問合せください。

運動会 10月18日（土）
公開日 11月12日（水）

白金台3-7-1
3443-5666

三光 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
幼稚園へお問合せください。

運動会 10月18日（土）
心を育てる教育講座 11月15日（土）
作品展 12月 4日（木）・   5日（金）

白金3-13-8
3444-4233

港南 11月7日（金）・8日（土）
運動会 10月25日（土）
心を育てる教育講座 10月25日（土）
作品展 12月11日（木）・12日（金）

港南4-3-27
3471-7347

麻布 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
幼稚園へお問合せください。

運動会 10月25日（土）
心を育てる教育講座 11月 7日（金）
作品展 11月28日（金）・29日（土）

麻布台1-5-15
3583-1858

南山 10月15日（水）～ 17日（金） 心を育てる教育講座 10月16日（木）
作品展 11月14日（金）・15日（土）

元麻布3-8-15
3408-4785

本村 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
幼稚園へお問合せください。

展覧会 12月 5日（金）・    6日（土）
親子音楽会 12月11日（木）

南麻布3-9-33
3446-3677

中之町 11月1日（土）
運動会 10月19日（日）
合同防災訓練 12月 6日（土）
生活発表会 12月13日（土）

赤坂9-7-8
3405-7619

青南 公開日は終了しましたが、いつでも見学できます。
幼稚園へお問合せください。

運動会 10月18日（土）
作品展 11月21日（金）・22日（土）

南青山4-18-17
3402-0758

にじのはし 11月13日（木）・14日（金）
運動会 10月18日（土）
心を育てる教育講座 11月14日（金）
作品展 11月28日（金）・29日（土）

台場1-1-5
5500-2577

平成27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」
についてお知らせします

港区の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。

対象者
港区に住所があり、平成27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2 ）から、中学校は区内全
校から選択を希望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を行わない場合もあります。

抽選の実施
学校ごとに設定した受け入れ上限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に配慮し、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。

学校公開日
全ての小・中学校で学校公開を実施します 表2・3。学校を選択する際の
参考となりますので、この機会に学校を見学し、各学校の特色や教育内
容を十分に確認してください。

学校選択希望票・就学時健康診断通知書の送付
対象者の保護者の皆さんへ、学校選択希望票等の関係書類を郵送します。
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、お問合せくだ
さい。
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（通
学区域の学校で受診していただきます）。

学校案内冊子の配布
9月下旬に、対象者の御家庭には、区内幼稚園、保育園及び区立小学校を
通じて配布しました。また、学務課（区役所７階）、区立小・中学校、各
総合支所・台場分室、児童館等の窓口でも御覧いただけます。

小中一貫教育校について
お台場学園に続き、朝日中学校、三光小学校、神応小学校の3校は平成
27年4月に小中一貫教育校白金の丘学園として開校します。朝日中学校
は平成27年3月まで三光小学校内の仮校舎に移転しています。

学校選択希望票の送付 10月中旬 
　⬇
学校公開 表2・3のとおり 
　⬇
学校選択希望票の提出締切り 11月上旬
　⬇
応募状況の公表 11月中旬    
　⬇
抽選の実施（抽選の場合） 12月上旬
　⬇
就学通知書の送付 平成27年1月中旬
　⬇
各学校の保護者説明会 2月中

今後の主なスケジュール

【問い合わせ先】　学校選択希望制について　学務課　内線2726 ～ 2729
　　　　　　　小中一貫教育校について　指導室　内線2760

表1

表2

表3
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「放課GO→」・「放課GO→クラブ」は、区立の小学校施設を利用
し、放課後等に子どもたちが安心して安全に活動できる「居場
所」です。参加には登録が必要です。「放課GO→クラブ」は「放課
GO→」に加え、学童クラブ事業も実施しています。詳しくは、各

「放課GO→」・「放課GO→クラブ」へお問い合わせください。

＜放課GO→＞
放課GO→あかばね(赤羽小学校内) ☎5443-0331
放課GO→みた(御田小学校内) ☎3451-6768
放課GO→しろかね(白金小学校内) ☎3440-4321
放課GO→あかさか(赤坂小学校内) ☎3404-6931
放課GO→あおやま(青山小学校内) ☎5474-2760
放課GO→せいなん(青南小学校内)※1 ☎3404-8610
放課GO→おだいば(お台場学園港陽小学校内) ☎5500-2562

＜放課GO→クラブ＞※2
放課GO→クラブおなりもん(御成門小学校内) ☎3431-2767
放課GO→クラブしば(芝小学校内) ☎3456-5082
放課GO→クラブしばうら(芝浦小学校内) ☎5476-6877
放課GO→クラブしろかねのおか（仮称）

（白金の丘小学校内）（平成27年4月開設）※3 未定※4

放課GO→クラブさんこう(三光小学校内)
（平成27年3月まで）※3 ☎3441-5273

放課GO→クラブしんのう(神応小学校内)
（平成27年3月まで）※3 ☎3441-8395

放課GO→クラブあざぶ(麻布小学校内) ☎3583-5883
放課GO→クラブなんざん(南山小学校内) ☎3470-9699
放課GO→クラブほんむら(本村小学校内) ☎3473-4781
放課GO→クラブこうがい(笄小学校内) ☎3404-3301
放課GO→クラブひがしまち(東町小学校内) ☎3451-7728

［対象］　当該小学校在籍児童および学区域在住児童
※1 「放課GO→せいなん」は平成27年9月から放課GO→に加え、学童クラブ事

業も行なう予定です。
※2 「放課GO→クラブ」は、学童クラブ事業も実施しています。学童クラブ事

業は別途入会申込（平成27年1月から受付開始）が必要です。
※3 朝日中学校・三光小学校・神応小学校の3校は平成27年4月に小中一貫教

育校白金の丘学園白金の丘小・中学校になります。
※4 「放課GO→クラブしろかねのおか」開設までの間は、高輪地区総合支所管

理課（☎5421-7067）にお問合せください。

【問い合わせ先】
「放課GO→」について　生涯学習推進課　内線2744
「放課GO→クラブ」について　子ども家庭課　内線2426

27年度
「放課GO→」・「放課GO→クラブ」

についてのお知らせ

グローバル化や情報通信技術の進展など社会の変化を見据えながら、学力調査の結果
だけでなく自立した人間として子供を育てる。このことを子育ての核にして学力向上を
図っていくことが大切です。

ところで、教育センターの電話相談には、ときに保護者の方から学力に関わる相談が
寄せられます。例えば、「子供に『勉強しなさい。』と、くり返し言っているが、いっこ
うにやらない。どうしたらよいでしょうか。」などの相談です。

では、どんなときに、子供は親や教師から言われなくても、主体的に学習に取り組む
のでしょうか。①子供なりに活動や内容がおもしろい、学ぶことは楽しいと感じたとき。
②周りの人々の活躍に触発され将来の目標を持ったとき。③自らのがんばりや、行動を
認められたときではないでしょうか。

子供に「やる気」をもたせるとともに、生活習慣を整え、コミュニケーション能力の
向上を図ることが、家庭では大事です。　

そのために、心がけたいことは、①子供の様子を見守る。②平素から子供の気持ちや
話をよく聞いて励ましや助言をする。③「あなたはどう思うの。」と課題や解決方法を考
えさせる。④チャレンジしたことやがんばりを認めるなどです。このようなかかわりを
通して、子供に自分の気持ちや考えを相手に伝える力や、自分で考えて取り組む態度を

養いたいです。
また、子供がスポーツに親しみ、食事や睡眠などの基本的な生活習慣を身に付け、健

康な体をつくることも大事です。集中力を高め、脳を活性化させるために、読書の時間
などとともに生活を見直してみましょう。　

加えて、幼稚園・保育所、小学校、中学校と、その時々の年代に応じて人間関係を育
み集団生活を営む力も大事です。友達と学び合い、考えを深めていくことも学力向上の
基盤となります。できることから実践してみましょう。 

さて、教育センターでは、学力向上を側面から支援する事業を行っています。その中
には、保護者や学校の教員を支援する事業があります。例えば、電話や来所による教育
相談、小学校サイエンスアシスタント・中学校サイエンスアドバイザーの学校配置、若
手教員育成支援のための教育アドバイザーによる幼稚園・小学校・中学校の学校訪問事
業などです。

子育てのことなどで悩みのある方は、教育センターにご連絡ください。一緒に考えて
いきましょう。

電話教育相談（3452）9635
来所教育相談（3454）6625

「家庭でできる学力向上のヒント」

　平成26年8月5日に開催された第8回港区教育委員会定例会に
おいて、平成27年度から区立小学校で使用する教科書を表のと
おり決定しました。
　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
科書選定資料など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・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、検定教科書及び学校
教育法附則第9条の規定による一般図書などを採択しました。

平成27年度から区立小学校で
使用する教科書が決まりました

種　目 発行者名
国　語 光村図書出版株式会社
書　写 光村図書出版株式会社
社　会 東京書籍株式会社
地　図 東京書籍株式会社
算　数 東京書籍株式会社
理　科 教育出版株式会社
生　活 大日本図書株式会社

音　楽 株式会社教育芸術社
(ただし、2･4･6年生は平成28年度から変更します)

図画工作 日本文教出版株式会社
家　庭 東京書籍株式会社
保　健 株式会社学研教育みらい

港区教育委員会研究パイロット校、研究奨励校
研究発表会の御案内

平成26年度の研究発表会の予定
園名・校名 研究主題 実施日

研究奨励校 東町小学校 「国際学級」　東町の子
－国際社会を力強く生きていく児童の育成－ 平成26年10月31日(金)

研究 パイロット園 港南幼稚園
（拠点園）

港区の保幼小の連携
－幼児期の育ちを支える交流活動の工夫と幼稚園の役割－　 平成26年11月28日(金)

研究奨励校 赤羽小学校 自ら考え  表現し  伝え合う児童の育成
－国語科【説明的な文章】を通して－ 平成27年1月23日(金)

研究奨励校 本村小学校 科学的思考力・表現力を育む指導法の工夫
－児童が生き生きと活動する理科・生活科・生活単元学習－ 平成27年1月30日(金)

研究奨励校 白金小学校 国際人としての素養を培う教育課程の編成 平成27年2月9日(月)

【問い合わせ先】　指導室　内線2760

【問い合わせ先】　指導室　内線2760

水泳記録会が
開催されました

水泳記録会を小学校は9月6日（土）、中学校は
9月10日（水）に開催しました。
各種目の１位の結果を掲載いたします。

中学校
会場：港区スポーツセンター

種　目 中学校名 生徒名 記録
50M 自由形　1年女子 御成門中学校 河合　礼子 37秒68
50M 自由形　2年女子 高陵中学校 内田　菫 35秒02
50M 自由形　3年女子 御成門中学校 鈴木　日苗栄 34秒90
50M 背泳ぎ　共通女子 御成門中学校 深瀬　彩子 41秒67
50M バタフライ 共通男子 御成門中学校 小引　康輔 34秒33
50M 自由形　1年男子 御成門中学校 山川　寛登 31秒02（大会新記録）
50M 自由形　2年男子 港南中学校 角田　一世 31秒26
50M 自由形　3年男子 青山中学校 阿部　寛也 29秒76
100M 自由形　共通女子 高松中学校 小林　鈴佳 1分12秒51
100M 自由形　共通男子 三田中学校 御子柴　諒 1分09秒73
100M 平泳ぎ　共通女子 高松中学校 上杉　梨花子 1分37秒96
50M 背泳ぎ　共通男子 青山中学校 田代　海人 35秒83
50M 平泳ぎ　1年女子 高松中学校 ジェンキンス 紗南 47秒84
50M 平泳ぎ　2年女子 御成門中学校 髙島　菜々子 42秒59（大会新記録）
50M 平泳ぎ　3年女子 赤坂中学校 塚本　凜 43秒79
50M 平泳ぎ　1年男子 高松中学校 高井　啓至 44秒21
100M 平泳ぎ　2年男子 青山中学校 吉田　龍馬 1分24秒40
100M 平泳ぎ　3年男子 高陵中学校 石黒　莞大 1分13秒03（大会新記録）

200Mリレー　共通女子 御成門中学校

畝野　くるみ

2分03秒97梶野　瑞貴
鈴木　日苗栄
高島　菜々子

200Mリレー　共通男子 御成門中学校

小引　康輔

2分23秒31山川　寛登
韮澤　陸
正山　真光

※大会新記録は、各種目1位以外も掲載します。

　日頃の中学校の英語科・英語科国際の学習
の成果を発表する機会として、毎年、区立中
学校10校の代表生徒が一堂に会し、英語発表
会を開催しております。
　右記のとおり開催いたしますので、お誘い
あわせの上、直接会場までお越しください。
　なお、事前の申込みは必要ありません。

港区教育委員会は、教育の質の向上に向けて幼稚園・学校が研究を推進することを支援し、研究パイロット校（園）
及び研究奨励校（園）を２年の期間で指定しています。指定を受けた幼稚園・学校は研究２年目に研究発表会を実施し、
広く研究成果を周知しています。

平成26年度
港区英語発表会のお知らせ

教育センターだより

日 時 : 平成26年11月12日（水）午後1時30分〜 4時45分
会 場 : 赤坂区民センター【赤坂コミュニティーぷらざ内】
         （港区赤坂4丁目18番13号）
　　 　地下鉄　銀座線・丸の内線
                      （赤坂見附駅　A出口徒歩10分）
　　 　地下鉄　大江戸線・銀座線・半蔵門線
　　 　            （青山一丁目駅　4番出口徒歩10分）
内 容 : 英語スピーチ・英語劇等

港区教育委員会の諸施策推進の一貫として、先進的な取組に関わる実践的な教育研究を行います。
港区教育委員会の教育目標に基づき、自校の教育課題や現在の学校教育における教育課題解決のモ
デルとなる研究を行います。

研究パイロット校

研究奨励校

種目 小学校名 児童名 記録
50M 自由形　男子 青南小学校 中村　賢人 33秒1
50M 自由形　女子 笄小学校 大内　愛子 31秒3
50M 平泳ぎ　男子 高輪台小学校 伊藤　雄真 46秒8
50M 平泳ぎ　女子 三光小学校 小宮　未祐 43秒7

200Mリレー  男子 青南小学校

齊藤　和樹

2分29秒9マランツ  史恩
腰高　錬人
中村　賢人

200Mリレー  女子 青南小学校

髙野　葉月

2分46秒0小池　瑞紀
金井　瑚恋
井上  すず子

小学校
会場：三田中学校、高松中学校、芝浦小学校、
         港南小学校、本村小学校、赤坂小学校

【問い合わせ先】　指導室　内線2756

【問い合わせ先】　指導室　内線2760
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港郷土資料館
コーナー展

土曜体験教室

※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 7月〜 9月

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

「古代のアクセサリーを作ろう!」

　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。

【問い合わせ先】 学務課　内線2735 港区立箱根ニコニコ高原学園の 
利用休止のお知らせ

　箱根ニコニコ高原学園では、エレベーターの取替え
工事を実施するため、次の期間施設の利用を休止しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
利用休止期間　平成26年12月15日（月）から
　　　　　　　平成27年2月28日（土）まで

【問い合わせ先】 学務課　内線2723

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　12月13日(土)午後１時30分～ 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 
場　　所　三田図書館

「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）

と　き 平成26年11月3日（月・祝）
午前10時～午後3時15分

ところ 港区役所　9階
内　容 影絵劇とプラネタリウム、調べ学習講座は事前申込

みが必要です。
申込み方法等の詳細は、港区立図書館ホームページ
または、区立施設・図書館で配布しているチラシを
ご覧ください。
ほかにも、どなたでも参加できる、おはなし会、英
語のおはなし会、昔話・民話のかたりべの会等、子
どもから大人まで、楽しみながら本と仲良くなれる
プログラムが盛りだくさんのおまつりです。

プログラムスケジュール
会場 内容・時間

シアター

影絵劇  「魔法つかいのお
とぎばなし」  劇団かかし座

（10:30 ～ 11:30）
※事前申込み制
定員：親子120名

星空の宅配便  第1部
プラネタリウム
未就学児向き

（13:00 ～ 13:45）
※事前申込み制
定員：親子30組

星空の宅配便  第2部
プラネタリウム
低学年向き

（13:45 ～ 14:30）
※事前申込み制
定員：小学生65名

星空の宅配便  第3部
プラネタリウム
高学年向き

（14:30 ～ 15:15）
※事前申込み制
定員：小学生65名

おはなしのへや１
幼児向きおはなし会
図書館児童サービス 
ボランティア

（10:15 ～ 10:45）

英語のおはなし会
TAIPボランティア

（11:15 ～ 11:45）

おはなし会
おはなしの会
きしゃポッポ

（12:15 ～ 12:45）

おはなし会
おはなしポケット

（13:15 ～ 13:45）

おはなし会
中学生のおねえさん

（14:15 ～ 14:45）

おはなしのへや２

おはなしごっこ012 みなと
NPO法人語り手たちの会

（10:45 ～ 11:15）
対象：0 ～ 2歳児とその保護者
定員・申込：先着15組　　　
　　　　　 当日直接会場へ

昔話と民話
かたりべの会
川島保德・原礼子

（11:45 ～ 12:15）

おはなし会
広尾学園ボランティア部

（12:45 ～ 13:15）

英語のおはなし会
カナダ大使館職員

（13:45 ～ 14:15）

おはなし会
図書館児童サービ
スボランティア

（14:45 ～ 15:15）

しらべ学習のへや
（定員：30名） 調べ学習講座

①10:30 ～ 12:00　②13:00 ～ 14:30
対象：港区に在住・在学の小学1年生　保護者同伴
申込・問合わせ先：三田図書館（3452-4951） ※10月19日から受付

工作のへや 10:00 ～ 14:30 　※出入り自由　どなたでも利用できます。
おやこのへや 絵本の展示　（10:00 ～ 15:00）※出入り自由　どなたでも利用できます

教育委員会は、定例会が3回（7月8日、8月5日、9月9日）、
臨時会が4回（7月15日、8月22日、8月26日、9月19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(素案)について
◦港区立中学校合同学校説明会について
◦平成27年度区立小学校使用教科書の採択について
◦平成27年度区立小学校特別支援学級使用教科用図書の採

択について
◦平成27年度区立中学校特別支援学級使用教科用図書の採

択について
◦港区立小中一貫教育校白金の丘学園の校歌について
◦平成26年度全国学力・学習状況調査の結果について

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。

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・年末年始

◆特別整理による休館について◆
港郷土資料館は、特別整理のため、以下の期間休館します。ご利用の皆様
にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
特別整理休館期間：10月14日(火) ～ 10月28日(火)

〒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

【問い合わせ先】　庶務課 内線2714

開催期間 平成26年10月29日（水）～平成26年12月17日（水）
内 容 館蔵資料の紹介により、港区ゆかりの文学者・巌谷小波

の仕事と人物像を概観します。

「港区ゆかりの人物 ─ 巌谷小波 ─」

第２回 みなと子ども読書まつり「みんなあつまれ！本と友だちになろう！」

申し込み　電話で、11月21日(金) ～ 12月3日(水)にみなとコール(午前9時(初日は午後2時）
　　　　　～午後5時受け付け)へ。みなとコール : 5472-3710 

すべての人に、本に親しむきっかけを作っても
らうことを目的に、文化の日を中心に、2週間の読
書週間が設けられています。読書の秋、本を開い
てみませんか。気軽に図書館をご利用ください。

学校給食費納付のお願い

【問い合わせ先】 図書・文化財課学校支援担当　TEL3437-6621

11月11日～ 20日　区立幼稚園紹介「本村幼稚園」
11月21日～ 30日　区立幼稚園紹介「中之町幼稚園」
12月21日～ 31日　区立幼稚園紹介「芝浦幼稚園」
  1月11日～ 20日　区立幼稚園紹介「南山幼稚園」

【問い合わせ先】　図書・文化財課  TEL3437-6621

区では、学業に意欲を持ちながら、高校・大学等へ
の進学、修学が経済的理由により困難な方へ奨学金
の貸付を行っています。

【募集期間】11月11日（火）～12月10日（水・消印有効）
【対象となる人】都内または隣接県内の高等学校、高
等専門学校、専修学校の高等課程、各種学校の高等
課程に準ずる課程に進学予定または在学している人。
平成27年4月に大学、短大、専修学校専門課程の進
学予定の人。東京都育英資金その他同種の返還義務
のある奨学金を借りている人は、港区の奨学金の貸付
は受けられません。

【貸付額（月額）】公立高校 18,000円以内
私立高校 35,000円以内　国公立大学 45,000円以内
私立大学 54,000円以内 
※入学に必要な資金を一定の範囲で貸付します。

【募集案内の配布先】　庶務課（区役所7階）、各総合
支所、各図書館、港区所在の高等学校（公立・私立）
※各区立中学校3年生に配布します。

【問い合わせ先】 庶務課　内線2713

平成27年度港区奨学生を
募集します


