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港区教育委員会

　平成26年10月22日（水）、港区立小学校PTA連合会と教育委員会との
共催事業子どもセミナー「われら区役所たんけん隊」が開催されました。
　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、区立小学校３～６年生の児童105人が参加し、学校や学年の異
なる約10人ずつに分かれ、10班のたんけん隊が区役所の各課を訪問しま
した。

われら区役所たんけん隊

【問い合わせ先】　生涯学習推進課　内線2741

【問い合わせ先】　白金小学校　☎3441-5407

【問い合わせ先】　教育政策担当　内線2722

≪今回訪問した職場≫
港区議会、区長室、教育長室、芝地区総合支所協働推進課、国際化・文化芸術担当、障
害者福祉課、子ども家庭課、土木課、環境課、防災課（防災備蓄倉庫・無線室）、人権・
男女平等参画担当、契約管財課（電話交換室）、学校施設担当、選挙管理委員会事務局

教育分野の５つの個別計画（素案）についてご意見を募集します
教育委員会では、平成26年10月に策定した「港区教育ビジョン」に基づき、学校教育・生涯学習・
スポーツ・図書館サービス・子ども読書活動の５分野における計画の素案をまとめました。

◦表１ご意見を募集する計画

◦表２区民説明会の開催

計画名 計画の概要 意見提出先 問い合わせ

港区学校教育
推進計画
（素案）

子どもたちを取り巻く社会状況や教育環境の変化に対
応し、魅力ある区立幼稚園・小中学校づくりを推進す
るため、平成27年度から平成32年度を計画期間とす
る港区学校教育推進計画の素案をまとめました。

〒105-8511
港区役所庶務課
教育政策担当
 FAX3578-2759

庶務課
教育政策担当
TEL3578-2722

港区生涯学習
推進計画
（素案）

港区教育ビジョンの策定や社会環境の変化に対応し、
生涯においてすべての人の学びの意欲に応え、自主
的・主体的な学習の支援に取り組むため、平成27年度
から平成32年度を計画期間とする港区生涯学習推進計
画の素案をまとめました。

〒105-8511
港区役所生涯学習推進課
生涯学習係
FAX3578-2749

生涯学習推進課
生涯学習係
TEL3578-2744

港区スポーツ
推進計画
（素案）

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
等のスポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、
平成27年度から平成32年度を計画期間とする港区ス
ポーツ推進計画の素案をまとめました。

〒105-8511
港区役所生涯学習推進課
スポーツ企画担当
FAX3578-2749

生涯学習推進課
スポーツ企 画 担
当
TEL3578-2751

港区立図書館
サービス推進計画
（素案）

あらゆる利用者の知りたい、学びたいという思いに応
え、主体的な学びを支援する図書館サービスを実現す
るため、平成27年度から平成32年度までを計画期間
とする港区立図書館サービス計画の素案をまとめまし
た。

〒105-0011
港区芝公園3-2-25
港区立みなと図書館内
図書・文化財課庶務係
FAX3437-6627

図書・文化財課
庶務係
TEL3437-6621

港区子ども読書
活動推進計画
（素案）

乳幼児期から学齢期、青年期にいたる子どもの成長を
読書という側面から支え、読書に親しみ、生涯を通じ
て本をとおして学ぶ大人になることの手助けをするこ
とを目的とし、平成27年度から平成32年度を計画期
間とする港区子ども読書活動推進計画の素案をまとめ
ました。

〒105-0011
港区芝公園3-2-25
港区立みなと図書館内
図書・文化財課学校支援担当
FAX3437-6627

図書・文化財課
学校支援担当
TEL3437-6621

◦閲覧方法　
５つの計画の素案は、港区ホームページ ｢施策・計画に対するご意見｣の他、教育委員会事務局庶
務課及び生涯学習推進課(区役所7階)、区政資料室(区役所3階)、総合案内(区役所1階)、各総合支
所、各港区立図書館(高輪図書館分室を除く)でご覧になれます。

地区 とき ところ 説明する計画 備考

芝
1月10日（土）

午後1時30分～ 3時 区役所9階会議室
芝公園1-5-25

学校教育・子ども読書
午後3時30分～ 5時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

1月13日（火） 午後6時30分～ 8時 区役所5階会議室
芝公園1-5-25

学校教育・子ども読書
1月20日（火） 午後6時30分～ 8時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

麻布
1月8日（木）

午後1時30分～ 3時
麻布地区総合支所3階
第1会議室
六本木5-16-45

学校教育・子ども読書
午後3時30分～ 5時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

1月14日（水） 午後6時30分～ 8時 学校教育・子ども読書
1月16日（金） 午後6時30分～ 8時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

赤坂

12月25日（木）午後6時30分～ 8時
赤坂区民センター 5階
研修室
赤坂4-18-13

学校教育・子ども読書 終了
1月7日（水） 午後6時30分～ 8時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

1月15日（木）
午後1時30分～ 3時 学校教育・子ども読書
午後3時30分～ 5時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

高輪

12月22日（月）午後6時30分～ 8時
高輪地区総合支所4階 
会議室
高輪1-16-25

学校教育・子ども読書 終了

1月7日（水）
午後1時30分～ 3時 学校教育・子ども読書
午後3時30分～ 5時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

1月15日（木） 午後6時30分～ 8時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

芝浦
港南

1月8日（木） 午後6時30分～ 8時 芝浦区民協働スペース
多目的室
芝浦1-16-1

学校教育・子ども読書

1月14日（水）
午後1時30分～ 3時 学校教育・子ども読書
午後3時30分～ 5時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

1月17日（土）
午後1時30分～ 3時 台場区民センター 1階

第1・2集会室
台場1-5-1

学校教育・子ども読書

午後3時30分～ 5時 生涯学習・スポーツ・図書館サービス

1月19日（月） 午後6時30分～ 8時
芝浦区民協働スペース
多目的室
芝浦1-16-1

生涯学習・スポーツ・図書館サービス

図書館名 登録者数（人）

み　な　と： 36,001
三　　田： 53,788
麻　　布： 11,299
赤　　坂： 31,072
高　　輪： 29,378
高輪分室： 1,916
港　　南： 14,101
合　　計： 177,555

港区立図書館
登録者数
平成26年
12月1日現在

各計画の説明会を表２のとおり開催します（どの日時、会場も説明内容は同じです）。
事前申込みは不要です。直接会場までお越しください。

◦ご意見の提出方法　
ご意見・住所・氏名を明記の上、港区ホームページまたは直接、郵送・ファックスで、1月20日
(火・必着)までに、各計画の担当課へ（表１参照）。

区民説明会の開催

港区立白金小合唱団は、４年生以上の子どもたち75名が参加し、練習しています。
夏には、その中から39名がNHK全国学校音楽コンクールに参加しました。東京都
代表として出場した関東甲信越コンクールでの演奏は、団員一人一人の心の宝物に
なっています。

銀賞おめでとう 全国学校音楽コンクール
−関東甲信越ブロックコンクール−

NHK

課題曲　「ゆうき」　　　作詞　中川		李枝子　　　作曲　村松		崇継
自由曲　「歌の始まり」　作詞　みなづき		みのり　作曲　吉田		峰明
指揮　丸山		久代　　　		伴奏　広瀬		美智子

●関東甲信越コンクール　銀賞
●東京都コンクール　　　金賞
●東京都地区コンクール　金賞
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　高輪台小学校は、平成26年11月22日（土）に、開校80周年記念式典及び祝賀会を開催しま
した。
　当日、式典には、多くのご来賓の皆様、地域の皆様、同窓会の皆様にご臨席を賜り、５・6
年生159名が参列して、80周年をお祝いしました。式後に、児童による歌と言葉を行いました。
体育館いっぱいに響き渡る声で、歌にこめた思いを会場の皆様に届けました。
　引き続き、品川プリンスホテルで祝う会が行われました。多くの皆様にご参会いただき、
おかげさまで和やかで、盛大な会となりました。
　80周年をきっかけに、高輪台小学校の自慢がもうひとつ増えました。『記念日～希望のバトン

～』 という合唱曲です。本校の卒業生で作曲家
の西澤健治先生が、本校のために作ってくださ
いました。記念式典でご披露することができ、
大変うれしく思っています。
　高輪台小学校は、これからも、地域・同窓会
の方のお力をいただきながら、地域の小学校と
して伝統を引き継ぎ、これからの社会を生きぬ
く子どもたちを育てるべく、教職員一同力を合
わせて取り組んでまいります。

　平成26年11月8日（土）に開園50周年記念式
典及び祝う会を行いました。当日は多くのご来
賓の皆様、地域の皆様、関係諸機関、旧職員の
皆様などにご参列いただき、誠にありがとうご
ざいました。
　開園50周年を記念して、「笑顔がおどる幼稚
園」という歌を作りました。園児たちから芝浦
幼稚園の好きなところを教員が聞き取り、それ
をもとにリズム探偵団主宰のカムジー先生（加
村雅玄様）が作詞・作曲してくださいました。式典では、全園児135名が笑顔いっぱいで「喜
びの歌と言葉」を発表することができました。また、アトラクションでは、50周年へのお祝い
の気持ちを込め、3歳児“しししのびあし”、4歳児“よっちょれ”、5歳児“リズムなぎなた”の演技
を行い、ご来賓の皆様からたくさんの拍手をいただきました。
　祝う会は、芝浦小学校体育館をお借りして行いました。PTAによる真心のこもったおもてな
しやコーラス等により、盛大で温かな会となりました。
　「かるがもおよぐ運河の街」この芝浦で、これからも人と人とのつながりを大切に「元気いっ
ぱい、笑顔いっぱい、夢いっぱい」の子どもたちを育ててまいります。

80周年  港区立高輪台小学校

50周年  港区立芝浦幼稚園 80周年  港区立南山幼稚園

　港南小学校では、平成26年11月15日（土）に
開校50周年記念式典及び祝賀会を開催いたし
ました。式典に先立ち13日に行った記念集会で
は、子どもたちが考えた50周年記念キャラクタ
ーの登場や各学年の出し物、50周年記念ソング
の合唱などで、開校50周年を祝いました。
　また式典では５・６年生児童が、昔の港南の
町や笑顔あふれる子どもたちのスライドに合わ
せて歌や呼びかけを披露し、ご列席いただいた多くの方々に感動していただきました。
　引き続きクリスタルヨットクラブで行われた祝賀会には160名以上の方々にご参加いただき、
周年実行委員会の皆様やＰＴＡのご尽力によりこちらも盛大に開催することができました。ま
た祝賀会後には東京湾クルージングも催され、船上から見える港南の町やレインボーブリッジ
を背景に、多くの方々にくつろいでいただきました。
　開校50周年記念事業のテーマは「ふるさと港南」です。子どもたち一人一人が自分たちを支
えてくれる方々への感謝の気持ちを大切にし、港南の町を慈しみ、そしてこの町で育っていく
ことをいつまでも誇りとしてもち続けてくれることを願っています。これまでの50年がこれか
らの50年の礎となることと確信し、港南の町の発展と、子どもたちの輝かしい未来を願いつつ、
これからも地域と共に歩み続ける港南小学校であり続けたいと思います。

　南山幼稚園は、平成26年12月６日（土）に開園80周年記念式典及び祝う会を行いました。
当日は、多くのご来賓の皆様にご臨席を賜り、誠にありがとうございました。
　記念式典では、多くのお客様の前で、園児一人一人が、「喜びの歌と言葉」で幼稚園の誕生日
をお祝いしました。南山小学校の５年生も一緒に参列して、園児と一緒に歌を歌って祝いまし
た。ご来賓の皆様に、併設園としてのよさを生か
した子どもたちの姿を見ていただきました。
　式典後のアトラクションでは、園児と５年生が

「ソーランそやそや」の踊りを披露し、お客様も
お誘いして「地球のリズム」のダンスを楽しみま
した。その後、全員で風船を飛ばしました。青い
空に色とりどりの風船が浮かび、太陽に向かって
飛んでいく様子は、「おひさまきらきら　えがお
いっぱいの南山幼稚園」という周年のテーマ、そ
のものでした。
　祝う会では、保護者の皆様が作成した「80年に渡る歴史を振り返るスライドショー」をご参
会の皆様に楽しんでいただきました。保護者の皆様が当日まで心を込めて作り上げた手作りの
祝う会は、南山幼稚園らしいアットホームな会となりました。
　南山幼稚園は、来年度から３歳児保育が始まります。これからも園児に寄り添った保育を行
い、園児一人一人が生き生きと毎日が送れるように、教職員一同力を尽くしてまいります。

「失敗させる勇気を持つ」
臨床心理士

高木紀子

Ｑ．　うちの子は忘れ物、時間の使い方など、くどくど言わないときちんとできません。
　　どうしたらよいのでしょうか？（小5男児の父）

A．　子どもは先の見通しが甘いうえ、経験値も低いので、親から見て脇が甘いというか抜けがあることが
多いものです。親が前もって注意することで、かろうじて何とかなっているということはよくあります。
でも、既にあれこれ注意しているのに改善しないのですから、ここは敢えて言うのをやめてみてはいか
がでしょうか。失敗させる勇気を持つのです。
　わかっていて子どもに失敗をさせるなんてもちろん抵抗がありますよね。私も親ですから、子どもに
みすみす外れくじを引かせるようなことはしたくないです。しかし、失敗から学べることは沢山ありま
す。困る経験、切り開く経験、助けてもらう経験、なるようになる経験、立ち直る経験等々、一つの失
敗から学べることは数えきれないほどです。親が先回りすることでそれらの経験をするチャンスが奪わ
れてしまうのは実はもったいないことなのです。大きなけがや命に関わることでない限り、子どもの時
の失敗なんて大した失敗ではありません。それらを体験して学んでいくことこそが豊かな子ども時代の
宝となります。子どもの力を信じて子どもの失敗を見守る勇気を持ちましょう。もちろん、失敗の後は、
今後の留意点を一緒に考えるなどのフォローをしたり、失敗で体験したことを振り返って意味づけたり
していき、学びの手助けをしてあげることが大切です。

Ｑ．　娘はメンタルの弱い子です。失敗をしたら折れてしまわないかと心配です。
　　大丈夫ですか？（小１女児の母）

A．　昨今は成功体験が大切だとよく言われますね。その中で、失敗を体験させるだなんて大丈夫だろうか、
子どもが参ってしまうのではないかと心配になるのもごもっともです。しかし、だからこそ、小さいう
ちに失敗体験をさせておくことが大切なのです。子どものうちの小さな失敗体験は、のちのどうにもう
まくいかない体験への耐性を作ります。成功体験が大切というのも、うまくいかない失敗体験があって
こそ、その上に成功体験があって、意味をなすのです。
　子どもの性格もいろいろあります。OKゾーンが狭くて、ほんの少しの想定外のことに大きなストレス
を感じてしまう子もいますね。そういう子には、発表会の日の忘れ物のような大それたことではなく、
日常のちょっとした不具合の体験をさせることからで十分です。受け入れられない失敗体験を人のせい
にしたりせず、自分で受け止められるようにフォローしていきましょう。
　そして、親自身も自分の失敗を認めること、子に話してあげること、また、子どもができた時だけで
なくできないときに愛情を示すような関わりもどうぞ大切にしてくださいね。

　家庭教育に関するコラムは「港区ホームページ」の中の「放課ＧＯ→コラム」として　掲載しています。

【問い合わせ先】　生涯学習推進課　内線2742

高輪台小学校　☎5447-0616

芝浦幼稚園　☎3452-0574
南山幼稚園　☎3408-4785

港南小学校　☎3474-1501

家庭教育に関するコラム

人間関係を深めることの大切さを耳にすることがよくあり
ます。人間関係を深めていく際には、実は様々な要素が組み
合わさっていることが分かってきています。

例えば、自分の気持ちや考えに気付くこと、相手を理解す
ること、そして、他者とのやりとりに関するスキルを身に付
けることなど、様々なことが挙げられます。これらは、幼い
ころから少しずつ自分でやってみたり、周囲から教わったり
する中で、失敗や成功を体験しながら身に付けていきます。
日常生活の中で自然に身に付けていくものもありますが、時
に何らかの事情があってうまくできなかったり、つまずいた
りすることもあります。具体的なふるまい方が分からなくて
戸惑ってしまったり、過去の傷付きから自分の気持ちをうま
く伝えられなかったり、また、気持ちのエネルギーが大きい
あまり他者と折り合いをつけるのが難しかったり、さらに、
相手の表情や言外の意味を察知するのが苦手なために失敗し
てしまったり等、何らかの事情は人それぞれ様々です。きっ
とご家庭でもお子さんの様子を踏まえて、お子さんの気持ち
を受けとめたり、具体的な解決策を一緒に考えたり、がんば
りを促したりと様々な工夫をされているかと思います。中に
は、やりにくさやつまずきの背景、適切な援助方法が分かり
にくい場合もあります。

そのようなときには専門家のサポートを利用することをお
勧めします。教育相談室でもお手伝いをすることができます
ので、お子さんのことで気にかかることがありましたら、ど
うぞお気軽にご利用ください。

なお教育相談室では、人間関係に関するご心配だけでなく
お子さんに関する様々なご相談をお受けしています。港区在
住・在勤・在学の18歳までのお子さんとその保護者の方が対
象となっています。どうぞ気軽にご相談ください。

港区立教育センター 教育相談室
来所受付：03-3454-6625
〒105-0014 港区芝2-1-30 菱化ビル2階

（月）～（金）午前９時～午後5時（祝日・年末年始を除く）

人間関係を
一層深めるために

教育センターだより
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地域の特性、幼児・児童・生徒の
実態に即した特色ある教育活動

育てたい幼児・児童・生徒像
教育目標、指導内容・方法

中３

中１

小１

5歳児

4歳児

3歳児

小 2

小 3

小 4

小 5

小 6

中２

中１ギャップの未然防止

小１問題の未然防止

進学への不安解消、
円滑な教科担任制へ

幼稚園の「遊び」を中心とする学びと
小学校の「教科カリキュラム」による

学びとの円滑な接続 等

保護者・
大学・高校・
図書館等との連携

地域住民・
町会・自治会・
児童委員等との連携

警察・消防署・
児童相談所等との連携

ＮＰＯ法人・ボランティア団体・
児童館・保健所等との連携

私立幼稚園との連携・協力 保育園との連携・協力
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Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｔ
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平成27年４月に小学校等へ入学するにあたり、幼稚園・保育園・療育機関等で配慮してきたこと
や、ご家庭での様子を、小学校等に引継ぐために「就学支援シート」をご活用ください。
配布　12月中旬から、区内の公・私立幼稚園、公・私立保育園、障害保健福祉センターを通じて
配布する予定です。区外の就学前機関に通われている方は、お問合せください。
作成方法　作成を希望する保護者は、在籍する幼稚園や保育園、療育機関等に申し出て、学校に
伝えたい内容について記入してもらいます。
提出時期　就学先が決定(平成27年1月中旬)してから２月下旬頃までに、保護者が就学先の学校に
直接持参します。

小学校等では、記入された内容を参考にして、入学後に必要な配慮、支援方法等を検討します。

【問い合わせ先】　学務課　内線2738・9

円滑に学校生活をスタートするために
「就学支援シート」を活用してみませんか

港区は、子ども・子育て支援新制度の開始にあわせ、区立幼稚園の保育料を
17年ぶりに改定します（平成27年4月予定）。

改定の大きなポイント
① 保育料月額4,800円を、月額6,200円に引上げます。
② 小学校3年生以下の兄・姉がいる場合の第2子以降の保育料を無料にします。
③ 入園料を廃止します。

保育料改定の基本的考え方
① 基本となる保育料は、区立幼稚園の運営経費や、区内の私立と区立幼稚園

の保育料較差、他区との保育料の比較などを踏まえ、見直しました。
② 利用者負担の急激な増加を招かないよう、基本となる保育料の改定幅は、

前回、港区が改定した時と同様に1.3倍を上限としました。
③ 低所得者や多子世帯に配慮した保育料の階層区分を設定しました。

区立幼稚園保育料改定について

区　分 　　保育料（単位：円）
第1子の幼児 第2子以降の幼児

A 生活保護法（昭和25年法律第144号）による
被保護世帯（単給世帯を含む。） 0 0

B
当年度分の区市町村民税非課税世帯及び当年
度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税
世帯（所得割非課税世帯）

0 0

C

1 当年度分の区市町村民税のうちの所得割課税
額が5,000円以下である世帯

月額2,100
3月のみ1,660 0

2 当年度分の区市町村民税のうちの所得割課税
額が5,000円を超え10,000円以下である世帯

月額3,100
3月のみ3,050 0

3 当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額
が10,000円を超える世帯

月額6,200
3月のみ6,100 0

保護者説明会について
保育料改定について、主に区立幼稚園の保護者を対象とした説明会を開催します。

日程 時間 場所 所在地
1月15日（木）

午前10
～ 11時

麻布区民協働スペース 六本木5-16-46
1月17日（土） 港区役所　９階研修室 芝公園1-5-25

1月20日（火） みなとパーク芝浦芝浦区民協働スペース
多目的室2 芝浦1-16-1

1月22日（木） 西麻布いきいきプラザ集会室B・C 西麻布2-13-3
1月23日（金） 高輪地区総合支所４階会議室 高輪1-16-25

【問い合わせ先】　学務課　内線2779

【問い合わせ先】　指導室　内線2833

港区の幼・小中一貫教育について
平成27年度　スタート！

各園・小中学校の伝統、校風、文化を尊重しつつ、各園・小中学校が、中学校通
学区域を単位として、授業の質の向上や地域に根ざした教育を進め、子供たちがよ
り伸びる港区の特色を備えた質の高い、幼・小中一貫教育の推進を目指します。

平成22年４月、区内初の小中一貫教育校お台場学園が開校しました。また、中学校通学区域ご
とのグループをアカデミーと称し、幼児期の教育から続く義務教育９年間を見通した独自の研究を
進めています。

平成27年４月には、朝日中学校通学区域に、小中一貫教育校「白金の丘学園」が開校します。
港区が進める幼・小中一貫教育の考え方をご紹介します。

近年、子どもたちの体の成長が早まる一方、学校生活への適応という面では、小学校や中
学校段階での校種の段差による環境の変化に対応できず、いわゆる小１問題、中１ギャップ
といわれる不登校などの学校不適応を起こす子どもが増えています。

こうした状況に対応するため、港区教育委員会では、幼児期の教育（３年間）から、小中学
校の義務教育（９年間）を連続したものと捉え、12年間を見通した指導方針のもとで子どもた
ちを育てる幼・小中一貫教育に取り組んでいきます。

平成22年４月、港区内で初めての小中一貫教育校「お台場学園」が開校するとともに、現在、
10のグループ（アカデミー）ごとに、幼・小中一貫教育の研究を行っています。さらに、地域
の特色を踏まえた教育活動や幼小中の子どもの交流活動、教員によるMINATOカリキュラム
を活用した指導方法の研究や学習指導上の連携も行っております。

平成27年４月、区内２校目となる小中一貫教育校「白金の丘学園」の開校に合わせ、全アカ
デミーで幼・小中一貫教育がスタートします。

Q1	なぜ、幼・小中一貫教育なのですか？
A1　幼・小中一貫教育を進めることによって、幼児期の教育から続く、９年間の義務教育を
含めた教育の質的向上を目指します。そのため、まず各校種の教員が、幼児期も含めた全体を
とらえる「視野」をもって子どもの発達段階を捉え、子どもをよりよく育んでいこうという意識
を醸成していくことが大切です。幼児期の教育から続く、義務教育の９年間を見通して指導に
あたるという考え方は、すべての園、小中学校に必要なことです。各校種の枠を超えて、互い
の指導のよさを学び合うことで、学習指導、生活指導等の質的向上を図ります。

Q2	小学校と中学校の校舎が離れている場合、どうやって小中一貫教育を進める
のですか？

A2　アカデミーごとに立地条件が異なっており、子ども同士の交流についても同一にできるも
のではありません。それぞれの立地条件や物理的な距離を踏まえた小中一貫教育を目指します。
例えば、小中学校の教員同士が教科の研究を一緒に行ったり、子ども同士の作品交流を行った
り、学校行事を通しての交流や学校だよりの交換を行ったりするなど、柔軟な発想の中で小中
一貫教育を進めていきます。

Q3	学校選択制はどうするのですか？
A3　港区では、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、他の学校を選択することができる「学校選択希望制」を実施しています。幼・小中一貫
教育がスタートしても、アカデミー内の特定の学校へ進学が強制されるものではなく、学校選
択制の利用により、連携先以外の学校に進学することもできます。

「港区子どもサミット」開催報告
「それでも、あなたは傍観し続けますか」

　平成26年12月８日（月）、男女平等参画センターにて、港区教育推進月間事業・港
区いじめセーフティネットコミュニティ事業「港区子どもサミット」を開催しました。
　本サミットは、平成19年度から実施しており、「代表の児童・生徒が、いじめのな
い明るい学校づくりのために、自分たちができることを考え、語り合い、相互理解
と連帯感を深めること」をねらいとしています。
　８回目となる今年は、朗読劇、分科会、シンポジウムを行いました。本サミットで
初となる朗読劇は、脚本家・演出家　篠原 明夫 氏に脚本・演出を依頼し、「それで
も、あなたは傍観し続けますか」をテーマに、港南小学校の代表児童28名、高陵中
学校の代表生徒９名が上演しました。

各校の発表から
◦大人（先生やカウンセラー、親など）に相談する。
◦声をかけ、一緒に遊ぶようにする。
◦いじめられている人を見かけたら、声をかける。
　ひとりにさせない。
◦勇気を出して、止める。止めるのを友達に協力し

てもらう。
◦加害者と被害者両方の話を聞く場を設ける。
◦コミュニケーションを多くとり、いじめをさせな

い雰囲気づくりをする。
◦周りの友達が勇気を出して解決していく。

　最後に行ったシンポジウムでは、朗読劇に出演した代表児童・生徒から演じてみ
ての感想や心境の変化など、分科会代表児童・生徒からは分科会で話し合われた
内容などを発表してもらいました。また、綱川教育委員長からは「いじめを見たら
傍観者にならないで、リスクを考えず止めさせる努力や大人に相談することが大切
です」「相手の立場に立って考えて行動してほしい」「大事な命をみんなで守ってほし
い」というお話がありました。
　本サミットに参加した代表児童・生徒が学校に戻り、「いじめのない学校づくり
のために、どのように行動していくか」について話し合い、実践していくことが大
切であると考えています。 【問い合わせ先】　指導室　内線2760

港南小学校 高陵中学校

　その後４つの分科会に分かれ、「いじめられている友達・いじめている友達を見か
けた場合、どのような行動ができるか」という共通主題で、教育委員も参加し、意
見を交わしました。
　以下、各分科会で出された児童・生徒の意見の一部を紹介します。
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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10月〜 12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。

内　　容　古代の装身具の一つである勾
まがたま

玉を作ります。
日　　程　2月14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３階集会室
申し込み　みなとコールで先着順  ☎5472-3710 （申し込み期間：1月21日午後2時～) 

「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）

教育委員会は、定例会が3回（10月14日、11月11日、12
月9日）、臨時会が5回（10月17日、10月30日、11月13日、
11月25日、11月28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(案)について
◦平成26年度港区指定有形文化財の指定について
◦小学校入学前教育カリキュラムについて
◦平成27年度港区立幼稚園園児募集について
◦学校選択希望制集計結果について

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。

〒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12月19日（金）～平成27年2月18日（水）
内 容 最近港区内で行われた発掘調査の成果を、遺跡から出土した遺

物や写真パネルで紹介します。

「港区の遺跡─最近の発掘調査成果から─」

学校給食費納付のお願い

2月21日～ 28日　区立幼稚園紹介「青南幼稚園」

3月11日～ 20日　区立幼稚園紹介「にじのはし幼稚園」

【問い合わせ先】　生涯学習推進課　内線2745・2746

「港区学校支援地域本部事業」が始まりました！
教育委員会では、企業やＮＰＯ等を含めたよ

り多くの地域の方々（以下、地域）が区立小・中
学校（以下、学校）の教育に関わる仕組みづくり
として、「港区学校支援地域本部事業」を平成26
年度から始めました。

この事業では、学校と地域をつなぐ連絡・調
整者である「学校支援コーディネーター」が、教
科や総合的な学習の時間等の支援ができる、ま
た、職場訪問や職場体験等で協力いただける地
域の方々や体験場所の情報収集及びリストを作
成し、学校へ情報提供します。

この取組により、これまで学校が行なってき
た総合的な学習の時間における外部講師などの
地域ボランティアへの依頼や日程調整などを、
学校に代わって「学校支援コーディネーター」が
担うことで教員等の負担を減らし、児童・生徒
と向き合う時間に充てられるようにし、教育活
動のさらなる充実を図ります。

■港区学校支援地域本部事業の活動としくみ

学校屋内プール開放

平成26年度『地区教育会議』を
開催しました

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

港南・本村・赤坂小学校 木・金曜 
午後5時～ 8時

土・日曜及び
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
 午後6時30分～ 8時30分

高松・高陵中学校 木・金曜 
午後6時30分～ 8時30分

お台場学園港陽中学校
土・日曜

（平日は開放していません。）
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

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。
◆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。（登録証をお持ちください）
※毎月第1・3日曜日は、区民の皆さんは無料です。
※毎月第2・4土曜日は、区内在住の小 ・中学生は無料です。
◆対象
区内在住・在勤者
※プールを利用するときは登録証が必要です。（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。

【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、大人（高校生以上）の付添いが必要です。
・小・中学生の夜間の利用は、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・自動車での来場はご遠慮ください。

　年度ごとにテーマを設定し、地域の声を直接聞く機会として、
各総合支所ごとに年１回『地区教育会議』を開催しています。
　今年度は、「地域の特性を生かした教育のあり方について」をテ
ーマに、さらに各地区でサブテーマを設け、参加者と教育委員
が語り合う貴重な意見交
換の場となりました。
　各地区での開催状況
やいただいたご意見・ご
提案内容については、今
後、ホームページに掲載
します。

地 区 サブテーマ 実施日時・場所

芝 地域人材と協働した
教育活動について

11月11日(火) 18 : 00～ 20 : 00
港区役所

麻 布 国際理解教育の充実について 11月 5日(水) 18 : 00～ 20 : 00
麻布地区総合支所

赤 坂 地域事業と学校について 11月 7日(金) 18 : 30～ 20 : 30
赤坂区民センター

高 輪 これからの
小中一貫教育校について

11月 4日(火) 18 : 30～ 20 : 30
高輪区民センター

芝浦
港南

子育て世代の増加と
就学前教育の充実について

11月14日(金)  18 : 30～ 20 : 30
消費者センター

【問い合わせ先】  
庶務課　内線2711・2714
各総合支所地区政策担当

芝 地 区　3578-3192　麻布地区　5114-8812
赤坂地区　5413-7013　高輪地区　5421-7123
芝浦港南地区　6400-0013

開催日：平成26年10月８日（水）
会　場：駒沢オリンピック公園総合運動場

種　　目 中学校名 選手名 記　録

男
子

100m走 青山中 小 西  瑞 樹 12秒97
1500m走 高陵中 宮 代  大 聖 4分46秒07

100mハードル走 青山中 ア レ キ シ ス 15秒75
走り高跳び 高松中 穂戸田  優里 1m55cm
走り幅跳び 高松中 君 塚  創 太 5m19cm

ハンドボール投げ 高陵中 大野木  大輝 33m55cm

4×100mリレー 高松中
穂戸田  優里

50秒48君 塚  創 太
榎 園  道
布 谷  仁

女
子

100m走 青山中 芳 賀  万 紘 14秒73
1000m走 三田中 小 原  里 咲 3分33秒52

80mハードル走 三田中 髙 橋  蒼 葉 15秒49
走り高跳び 高松中 樋 渡  美 羽 1m25cm
走り幅跳び 青山中 芳 賀  万 紘 4m25cm

ハンドボール投げ 六本木中 野 村  美 咲 24m15cm

4×100mリレー 高松中
花井  瑠海夏

59秒16秦  緑 花
浮 内  優 花
緑 川  玲 子

【問い合わせ先】  指導室　内線2760

港区立中学校連合体育大会

【問い合わせ先】 学務課　内線2735

港区立小学校連合運動会

　 種目 小学校名 選手名 記録

男
子

100m走 赤坂小 ウォーレン 秋良 14秒28
50mハードル走 青南小 薗部　斗喜生 8秒1

走り高跳び 芝浦小 加藤　光太朗 1m29cm
港南小 服 部　 泰 河 1m29cm

走り幅跳び 青南小 腰 高　 錬 人 4m26cm
ソフトボール投げ 赤羽小 冨 田　 進 悟 61m

4×100mリレー 芝浦小
力 石　 祐 満

54秒18金 田　 和 真
中 津 川　 剛
工 藤　　 駿

女
子

 100m走 御田小 冬 野　 沙 和 15秒17
50mハードル走 港南小 奥 村　 怜 奈 8秒5

大会タイ記録
走り高跳び 御成門小 林　 理 子 1m23cm
走り幅跳び 御田小 冬 野　 沙 和 4m36cm

大会タイ記録
ソフトボール投げ 芝浦小 高 畠　 美 咲 42m

4×100mリレー 芝小
アントニア  オルティス

58秒28保 坂　 菜 央
大 村　 珠 音
中 薗　 美 翠

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

【問い合わせ先】 生涯学習推進課　内線2747

開催日　平成26年10月28日（火）
会　場　江東区夢の島競技場


