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港区教育委員会

開放期間：８月１日～８月１７日
開放校数：２校
開放日数：延べ７日
利用者数：255人

夏休み学校プール開放
（平成29年度）

　港区教育委員会は、児童・生徒を海外に派遣し、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、港区小中学生海外派遣事業を平成１９年度より行っております。
今年度は、小学校６年生４０名（御成門小学校校長・和田京子団長）が、７
月２４日から８月１日までの８泊９日でビクトリア州メルボルン市に、中学

校２年生４４名（御成門中学校校
長・石鍋浩団長）が、８月９日か
ら１８日までの９泊１０日で西オ

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現地校の授業
や体験プログラムに参加しました。この海外派遣
を通して、オーストラリアの文化や良さを知るとと
もに、コミュニケーションの大切さを学ぶことができました。また、国
際科・英語科国際の時間に学んだことを生かし、現地の方々と積極的にコ
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９日に御成門小学校で
行われた報告会において、海外の文化や生活についてはもとより、たくさ
んの人々と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。

〔問い合わせ先〕　指導室　☎︎3578-2760

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26年４月２日〜平成27年４月１日生まれの人
４歳児　平成25年４月２日〜平成26年４月１日生まれの人
５歳児　平成24年４月２日〜平成25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
ホームページ等で周知を行います。

中学生海外派遣　パース

平成29年度（第11期） 港区小中学生海外派遣

水泳記録会が開催されました 水泳記録会が９月６日（水）に開催されました。各種目の１位の結果を掲載します。

◆中学校

◆小学校

種　目 中学校名 生徒名 記録

50M自由形　1年女子 高 陵 中 学 校 佐 藤	 琴 美 37秒31

50M自由形　2年女子 御成門中学校 栗山	沙弥香 31秒90

50M自由形　3年女子 高 陵 中 学 校 大 内	 愛 子 31秒41

50M背泳ぎ　共通女子 御成門中学校 深瀬　真子 40秒26

50Mバタフライ	共通男子 白金の丘学園	
白金の丘中学校 常 石	 健 太 30秒76

50M自由形　1年男子 御成門中学校 髙 島	 駿 佑 29秒09
（大会新記録）

50M自由形　2年男子 高 陵 中 学 校 倉 田	 雄 司 28秒43
（大会新記録）

50M自由形　3年男子 御成門中学校 髙 島	 洋 佑 28秒56

100M自由形　共通女子 港 南 中 学 校 大 沼	 留 維 1分10秒01

種　目 小学校名 児童名 記録

50M自由形　女子 芝 浦 小 学 校 	 原　 里 央 33秒60

50M自由形　男子 青 南 小 学 校 中 村	 慧 悟 31秒20

50M平泳ぎ　女子 青 南 小 学 校 伊藤　董子 45秒90

50M平泳ぎ　男子 高輪台小学校 遠 藤　 駆 47秒40

種　目 中学校名 生徒名 記録

100M自由形　共通男子 高 松 中 学 校 児 玉	 勇 人 57秒35
（大会新記録）

100M平泳ぎ　共通女子 高 松 中 学 校 久 光	 花 苑 1分28秒06
（大会新記録）

50M背泳ぎ　共通男子 御成門中学校 木 下　 匠 35秒46

50M平泳ぎ　1年女子 三 田 中 学 校 網 代	 聖 怜 49秒92

50M平泳ぎ　2年女子 御成門中学校 酒 井	 真 衣 46秒28

50M平泳ぎ　3年女子 三 田 中 学 校 徳 永	 絵 夢 49秒11

50M平泳ぎ　1年男子 青 山 中 学 校 吉 田	 優 大 39秒63

100M平泳ぎ　2年男子 港 南 中 学 校 武 藤	 匠 吾 1分27秒02

100M平泳ぎ　3年男子 青 山中 学 校 山 本	 賢 史 1分25秒32

種　目 小学校名 児童名 記録

200Mリレー		女子 港 南 小 学 校

北條	紗也果

2分26秒90
簾 藤　 玲

内 山　 碧

塚 原　 葵

種　目 中学校名 生徒名 記録

200Mリレー		共通女子 御成門中学校

栗山	沙弥香

2分19秒93
磯 﨑	 貴 奈

深 瀬	 真 子

安 部	 沙 稀

200Mリレー		共通男子 御成門中学校

竹 内　 碧

1分59秒08
（大会新記録）

榎戸	慧志朗

髙 島	 駿 佑

髙 島	 洋 佑

種　目 小学校名 児童名 記録

200Mリレー		男子 青 南 小 学 校

石 黒	 碁 大

2分26秒10
井 上	 旺 州

中 村	 慧 悟

守 山　 檀

〔問い合わせ先〕　指導室　☎︎3578-2760

小学生海外派遣　メルボルン

海外派遣		
報告会
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幼稚園・学校公開日および行事日程	 ※平成29年12月までの予定を掲載しています。

  　　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21日（土）・30日（月）・31日（火）
11月1日（水）・18日（土）・12月16日（土）学習発表会	 11月17日（金）・18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13日（金）・14日（土） 学芸会	 11月17日（金）・18日（土）芝2-21-33456-3072

赤　羽 御成門・麻布・東町・
御田・芝 11月2日（木）・6日（月）〜 8日（水） 総合防災訓練（地域）	 10月21日（土）

音楽会	 11月11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29日（日） 総合防災訓練（地域）	 10月29日（日）

展覧会	 11月17日（金）〜19日（日）
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

10月21日（土） 御田芸術祭	 11月11日（土）三田4-11-383451-3997

高輪台
御田・白金の丘学園白
金の丘・白金・港南・
芝浦

10月19日（木）〜21日（土）
11月11日（土）
12月2日（土）・16日（土）

合唱発表会	 11月11日（土）
総合防災訓練（地域）	 11月18日（土）
学芸会	 12月9日（土）

高輪2-8-24
5447-0616

白　金 高輪台・白金の丘学園
白金の丘 10月20日（金）・21日（土） 音楽会	 11月17日（金）・18日（土）

総合防災訓練（地域）	 12月2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

見学を希望する方は、学校へお問い
合わせください。

総合防災訓練（地域）	 11月11日（土）
展覧会	 11月25日（土）・26日（日）

白金4-1-12
3441-5363

港　南 芝浦・高輪台・お台場
学園港陽 11月12日（日）・14日（火）

運動会	 10月14日（土）
区研究奨励校発表会	 11月2日（木）
総合防災訓練（地域）	 11月12日（日）
学習発表会	 12月7日（木）〜 9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13日（金）・14日（土） 学習発表会	 11月18日（土）麻布台1-5-153583-0014

南　山 麻布・笄・本村・東町 見学を希望する方は、学校へお問い
合わせください。 学芸会	 11月11日（土）元麻布3-8-153403-5773

本　村 南山・笄・白金の丘学
園白金の丘・東町 10月20日（金）・21日（土）・23日（月）展覧会	 11月17日（金）、18日（土）南麻布3-9-333473-1462

笄 麻布・青山・青南・本村・
南山 10月29日（日） 学芸会	 10月27日（金）、29日（日）

総合防災訓練（地域）	 12月2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

10月18日（水）・19日（木） 学芸会	 11月17日（金）・18日（土）南麻布1-8-113451-7726

赤　坂 青山・麻布・御成門 10月13日（金）・14日（土）・16日（月）
学校説明会	 10月14日（土）
区研究奨励校発表会	 11月17日（金）
総合防災訓練（地域）	 12月2日（土）

赤坂8-13-29
3404-8602

青　山 赤坂・青南・笄・麻布 10月10日（火）〜13日（金）・21日（土）
11月18日（土）・12月2日（土）・16日（土）展覧会	 12月1日（金）・2日（土）南青山2-21-23403-5588

青　南 青山・笄 10月20日（金）・21日（土） 学芸会	 11月17日（金）・18日（土）南青山4-21-153404-8608
お台場学園
港　陽
※2

御成門・芝・芝浦・
港南

10月14日（土）・28日（土）
12月2日（土）

総合防災訓練（地域）	 10月14日（土）
学芸発表会	 10月28日（土）
持久走大会	 12月2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30日（月）〜11月3日（金・祝） − 西新橋3-25-30
3436-3568

三　田 10月10日（火）〜14日（土）
12月16日（土）

作品展	 9月30日（土）〜10月14日（土）
道徳授業地区公開講座	 　12月16日（土）

三田4-13-13
5441-7348

高　松 10月14日（土） 総合防災訓練（地域）
合唱コンクール

10月15日（日）
10月28日（土）

高輪1-16-25
3441-6239

港　南
10月21日（土）
11月6日（月）〜10日（金）
11月12日（日）〜14日（火）

学芸発表会
総合防災訓練（地域）
区研究奨励校発表会

10月28日（土）
11月12日（日）
11月14日（火）

港南4-3-3
3471-0238

白金の丘学園
白金の丘※１ 見学を希望する方は、学校へお問い合わせください。

学芸発表会
総合防災訓練（地域）

10月28日（土）
11月11日（土）

白金4-1-12
3441-5361

六本木 10月14日（土）・28日（土）
11月6日（月）〜11日（土） 合唱発表会 10月28日（土）六本木6-8-163404-8855

高　陵 11月18日（土）

セーフティ教室
学芸発表会
職場体験報告会・修学旅行報告会
日本文化体験発表会
古典芸能鑑賞教室

10月14日（土）
10月28日（土）
11月4日（土）
11月18日（土）
12月15日（金）

西麻布4-14-8
3409-7687

赤　坂 10月10日（火）〜13日（金）
道徳授業地区公開講座
学芸発表会
総合防災訓練（地域）

10月14日（土）
10月28日（土）
12月2日（土）

赤坂9-2-3
3402-9306

青　山 10月14日（土）・21日（土）
11月11日（土）・12月2日（土）

学芸発表会
総合防災訓練（地域）

10月21日（土）
11月11日（土）

北青山1-1-9
3404-7522

お台場学園　
港　陽※２

10月14日（土）・28日（土）
12月2日（土）

総合防災訓練（地域）
学芸発表会
持久走大会

10月14日（土）
10月28日（土）
12月2日（土）

台場1-1-5
5500-2575

※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。

　　   幼稚園
園名 公　開　日 行事日程 住所			電話番号

赤羽 11月6日（月）〜11月10日（金）

運動会
総合防災訓練（地域）
心を育てる教育講座
作品展

10月14日（土）
10月21日（土）
10月24日（火）
12月1日（金）・2日（土）

三田1-4-52
3452-0246

芝浦 10月30日（月）・31日（火） 運動会
作品展

10月14日（土）
11月15日（水）

芝浦4-8-18
3452-0574

高輪 見学を希望する方は、幼稚園へお問い合わ
せください。

運動会
発表会

10月14日（土）
12月1日（金）・2日（土）

高輪2-12-31
3447-3356

白金台 11月13日（月）・14日（火）・15日（水） 運動会
発表会

10月21日（土）
12月9日（土）

白金台3-7-1
3443-5666

三光 11月11日（土） 運動会
作品展

10月14日（土）
11月30日（木）・12月1日（金）

白金3-13-8
3444-4233

港南 11月10日（金）・11日（土）
運動会
心を育てる教育講座
作品展

10月28日（土）
11月10日（金）
11月30日（木）〜 12月2日（土）

港南4-3-27
3471-7347

麻布 見学を希望する方は、幼稚園へお問い合わ
せください。

運動会
作品展

10月21日（土）
11月24日（金）・25日（土）

麻布台1-5-15
3583-1858

南山 見学を希望する方は、幼稚園へお問い合わ
せください。

運動会
展覧会
発表会

10月21日（土）
11月9日（木）〜 11日（土）
12月16日（土）

元麻布3-8-15
3408-4785

本村 11月1日（水）・2日（木）・4日（土）
運動会
心を育てる教育講座
展覧会

10月14日（土）
11月4日（土）
12月1日（金）・2日（土）

南麻布3-9-33
3446-3677

中之町 11月2日（木）
運動会
総合防災訓練（地域）
発表会

10月15日（日）
12月2日（土）
12月9日（土）

赤坂9-7-8
3405-7619

青南 見学を希望する方は、幼稚園へお問い合わ
せください。 作品展 10月27日（金）・28日（土） 南青山4-18-17

3402-0758

にじのはし 11月15日（水） 総合防災訓練（地域）
運動会

10月14日（土）
10月21日（土）

台場1-1-5
5500-2577

表1

表2

表3

11月は港区教育推進月間です
〜地域の子どもたちを応援してください〜

　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
区民のみなさまに、子どもたちの活動の様子や成果を知っていただく
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
どもたち一人ひとりの個性と能力を伸ばす教育を推進しています。

　ぜひ地域の幼稚園、小・中学校にお出かけになって、子どもたちの
生活や学習活動の様子、日々成長する姿をご覧ください。

※各幼稚園、小・中学校の行事等日程は 表1〜3 を参照してください。

〔問い合わせ先〕　教育政策担当　☎︎3578-2702

平成30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。

対象者
　港区に住所があり、平成30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
　小学校は通学区域が隣接する学校（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。

学校公開日
　全ての小・中学校で学校公開を実施します 表2・3。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、学校を選択する際の参考とし
てください。
　見学にあたり予約の必要はありませんが、当日の公開時間等については、
各学校へお問い合わせください。
　また、表2・3の日程以外にも独自で学校公開、行事等を行っている学校も
あります。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

学校選択希望票・就学時健康診断通知書の送付
　対象者の皆さんに、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、お問い合わせください。
　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
区域の小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・台場分室、児童館等の窓口でも御覧いただけます。

学校選択希望票の送付
⬇

学校公開
⬇

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 
　
表2・3 のとおり 

郵送の場合　　　11月10日（金）消印有効
窓口持参の場合　11月13日（月）午後５時15分まで
※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

平成30年１月中旬

平成30年２〜３月

今後の主なスケジュール

〔問い合わせ先〕　学務課　☎︎3578-2726 〜 2729
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　「放課ＧＯ→」・「放課ＧＯ→クラブ」は、区立の小学校施設など
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。参加には登録等が必要です。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→みた(御田小学校内) ☎3451-6768

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＞
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→クラブあかばね(赤羽小学校内) ☎5443-0331

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
（白金の丘学園白金の丘小学校内） ☎3441-8395

放課GO→クラブしろかね(白金小学校内) ☎3440-4321

放課GO→クラブこうなん(港南小学校敷地内)
※平成30年4月開設予定 −

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

放課GO→クラブあかさか(赤坂小学校内) ☎3404-6931

放課GO→クラブあおやま（青山小学校内) ☎5474-2760

放課GO→クラブせいなん(青山生涯学習館併設) ☎3404-8610

［対象］　当該小学校に在籍する児童または学区域に在住する児童
「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
途入会申込が必要です。詳しくは、各「放課ＧＯ→クラブ」へお問い合わせください。

〔問い合わせ先〕　
「放課GO→」について 生涯学習推進課生涯学習係 ☎︎3578-2743
「放課GO→クラブ」について 子ども家庭課子ども家庭係 ☎︎3578-2426

「放課GO→」・「放課GO→クラブ」
についてのお知らせ

平成29年度の研究発表会の予定
園名・校名 研究主題 実施日

パイロット校 南山幼稚園
南山小学校

「自ら考え かかわりを深め 豊かな学びを創り出す子どもの育成」
　〜育ちと学びをつなぐ幼小連携カリキュラムの工夫〜

平成30年
2月9日（金）

奨励校 港南小学校 「自己肯定感の高い児童の育成」
〜主体的・対話的で深い学びを通して〜

平成29年
11月2日（木）

奨励校 港南中学校 「グローバル社会を主体的に生き抜く生徒の育成」
〜主体的・協働的学びに向かうために必要な資質・能力を育む授業づくり〜

平成29年
11月14日（火）

奨励校 赤坂小学校 「一人一人の主体的な学びが生まれる授業の追究」
〜論理的思考を楽しみ、生き生きと学び合う子〜

平成29年
11月17日（金）

奨励校 笄小学校 「授業につながる学級経営」 平成30年
1月26日（金）

[問い合わせ先]　指導室　☎︎3578-2763

[問い合わせ先]　指導室　☎︎3578-2760

[問い合わせ先]　指導室　☎︎3578-2833

港区教育委員会は、質の高い教育に向けて幼稚園・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。

港区教育委員会の諸施策推進の一貫として、先進的な取組にかかわる実践的な教育研究
を行います。
港区教育ビジョンに基づき、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

学力向上のために

平成30年度から区立小学校で使用する
道徳の教科書が決まりました

[問い合わせ先]　指導室　☎︎3578-2756

　平成29年8月8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30年度から区立小学校で使用する
道徳の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
る教科書のうち、学校教育法附則第9条の規定による一
般図書の採択も終了しました。

　新しい学習指導要領では、自ら周囲の人々に働きかけ、人々
とかかわり、意見を交流する中で様々な発見をして学びを深め
ていくことが大切であるといわれています。このように主体
的に学び、友達と学びを深めていくため、ICT機器（電子黒板、
デジタル教科書、実物投影機、タブレットPC等）を効果的に活
用していく必要があります。
　港区教育委員会では平成２４年度から段階的にICT機器を学
校に整備し、現在、各学校ではICT機器を活用した魅力ある授
業を展開しています。
　小学校低学年では、タブレットPCのカメラ機能を使って写
真を撮り、撮った写真をみんなで見合うというような活動を
通して、タブレットPCの基本的な操作を学んでいます。また、
小学校高学年の授業では、自分の考えをタブレットPCに入力
し、それを電子黒板に投影しながら自分の意見を発表するほか、
友達の考えを同時に投影することで、多くの意見をみんなで共
有するなどICT機器を効果的に活用しています。
　中学校では、一例を挙げると、英語科の教員が自作した英単

語の教材を電子黒板に映し出し、生徒が単語の意味をイメージ
しやすくし、理解しやすいよう工夫しています。実際、生徒は
電子黒板に映し出される映像を楽しみながら発音練習を繰り返
していました。このように、ICT機器を活用し、生徒の興味・
関心を高めるとともに主体的な学習を促しています。
　これらの取組に
よって、児童・生徒
が、より意欲的に
学習に取り組んで
いる姿が見られる
ようになってきたほ
か、ものごとをいろ
いろな角度から捉
えて考察し、自分
の考えをより豊か
に表現できるよう
になっています。

研究パイロット校、研究奨励校  研究発表会の御案内港区教育委員会

　子どもたちの学力を高めるには、「授業の時間を大切にすること」「家庭学習の習慣を身に付けること」が必要です。
　まず、学校の学習では、
　❶　先生や友達の話、説明をしっかりと聞くこと
　❷　ノートをきちんととること
　❸　教科書をきちんと読むこと
の３点を中心に実行するようお子様を励まし、認めてあげてください。当たり前のことのようですが、学習内
容を理解するためには、しっかりと取り組むことが大切です。
　さらに、学力を高めるには、家庭の学習環境を整え、家庭学習の定着を図ることがとても大切です。
　家庭での学習は、学校で学習したことを振り返ったり、確認したりする復習の活動や、次に学習する内容を
前もって学習する予習の活動が中心になります。家庭学習の定着のために、家庭で取り組んでほしいことを３
点あげます。

　１　基本的生活習慣の工夫・改善をする。
　●朝起きる時間や夜寝る時間を決める。●朝ご飯をしっかり食べる。
　●テレビを遅くまで見たりスマートフォンやゲームで夜遅くなったりしないようにする。
　●宿題は、早い時間に必ず仕上げる。●明日の準備は、前日に済ませる。
などが習慣化されることが大切です。

　２　勉強の主役は、子ども自身であることを自覚させる。
　子どもたちの中には、
　　　　「なぜ勉強するのか。」　「勉強の方法がわからない。」　「何を勉強してよいのかわからない。」
などの疑問をいだいている子どももいます。何を勉強するのか、どのように勉強するのが自分に一番合ってい
るのかを考えさせることが大切です。

　３　勉強ができるように環境を整える。
　例えば、
　●日頃から部屋、机の整理整頓心掛ける。●子どもが机に向かっている時には、テレビなどは付けない。
　●親が勉強や読書をする姿を子どもに見せる。●親が子どもと一緒に勉強に取り組む。

　家族の協力や生活習慣の改善が、家庭学習の定着や学力アップのための大きな力となります。できることか
ら取り組んでみてください。

平成30年度　区立小学校使用道徳教科書
種目 発行者名

道徳 廣済堂あかつき（株）

子どもたちの学びを深める教育活動 ～ＩＣＴ機器の活用を通して～ 中学校		英語科の授業風景

小学校		総合的な学習の時間の授業風景
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※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29年 7月〜 9月

J:COMチャンネル港・新宿
教育委員会情報のお知らせ

土曜体験教室「勾
まがたま

玉を作ろう」
内 容 古代のアクセサリーである勾玉を作り、港区の歴史につい

て学びます。
日 程 12月２日（土）午後１時30分～午後３時30分
場 所 三田図書館
対 象 区内在住・在学・在勤の小学１年生以上（小学３年生以下は

保護者同伴のこと）
定 員 12名（先着順） 
申し込 み みなとコールで11月11日（土）から11月26日（日）まで受付（先着順）

※11月11日は午後２時から受付。詳細は広報みなと11月11日号またはホー
ムページをご覧ください。

「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（7月10日、8月8日、9月7日）、臨時会が5回（7月25日、
8月22日、8月28日、8月29日、9月26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。

◦ 平成30年度区立小学校使用道徳教科書の採択について
◦ 特別支援教室の全区立中学校への設置について
◦ 港区青少年委員の委嘱について
◦ 平成29年度港区指定文化財の指定について

〔問い合わせ先〕　庶務課　☎︎3578-2714

内 容 旧芝離宮庭園を見学して江戸時代の大名庭園に
ついて学んだ後、お弁当箱サイズのミニミニ庭
園を作って日本庭園の歴史や文化を学びます。

開催期間 11月12日（日）・26日（日）の2回
両日とも午前10時～正午

場 所 旧芝離宮恩賜庭園・三田図書館
対 象 区内在住・在学の小学３年生～６年生と

その保護者
定 員 14組
申し込 み みなとコールで10月21日（土）から10月31日

（火）まで受付（先着順）　
※10月21日は午後３時から受付。詳細は広報みなと

10月21日号または郷土資料館ホームページをご覧
ください。

「日本庭園にふれ、
ミニミニ石庭（枯山水）を
作ろう」

親子学習会 内 容 平成29年度に指定された新指定文化財を実物やパネル
で紹介します。

開催期間 平成29年11月17日（金）～ 12月20日（水）

「平成29年度  新指定文化財展」コーナー展

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
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　☎︎3578-2735

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、原則毎月第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。

ケーブル
テレビ

〔問い合わせ先〕 図書・文化財課学校支援担当　☎︎3437-6621

　港区立図書館は、特別整理の
ため右記のとおり休館します。
　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。 ※三田図書館・港南図書館は、10月19日（第3木曜日）は開館します。

と　き：平成29年11月5日（日）
　　　　午前10時〜午後３時
ところ：赤坂子ども中高生プラザ
　　　　プラザ赤坂なんで〜も
内　容：遊び歌コンサート、サイエンスワー
クショップ、きみも調べ博士になろう！（講座）、
おはなし会、英語のおはなし会、昔話・民話
のかたりべの会など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。
　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。
　「きみも調べ博士になろう！」は事前申込
制です。

（プログラムの内容・時間は変更する場合が
ございます。また、悪天候及び出演者の都
合により中止になる場合がありますので、あ
らかじめご了承ください）

プログラム

アリーナ

11：00 ～12：00
遊び歌コンサート
第1部
出演：鈴木翼さん
　　				福田りゅうぞうさん

12：30 ～13：00
かたりべによる
民話と昔話
出演：川島保徳さん
　　				原礼子さん

14：00 ～15：00
遊び歌コンサート
第2部
出演：鈴木翼さん
　　				福田りゅうぞうさん

学童ルーム

10：30 ～12：00
講座「きみも調べ博士になろう！」
講師：高輪図書館分室長　望月寿太郎
対象：小学生と保護者15組30人
申込：10月15日（日）から三田図書館へ電話または来館

13：15～13：45
落語
出演：はーと亭志々丸さん

キッズルーム

10：30 ～11：00
おはなしごっこ012
NPO法人語り手たちの会
対象：0 〜2歳とその保護者

12：00 ～12：30
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
広尾学園
ボランティア部

13：30 ～14：00
おはなし会
おはなしの会
きしゃポッポ

クラフトルーム 10：30 ～14：30
サイエンスワークショップ
チャレンジコミュニティクラブ

●人
じん

工
こう

いくらを作ってみよう！　　●プログラミングに挑
ちょう

戦
せん

！
●電

でん
磁

じ
気

き
の実

じっ
験
けん

　　　　  　　　   ●光
ひかり

と通
つう

信
しん

のナゾ
●星

せい
座

ざ
盤
ばん

を作ろう！メディアルーム

ラウンジ

10：00 ～10：20
オープニングアクト
出演：クルポンズ

10：30 ～11：00
紙芝居を楽しもう！
出演：廣田晴彦さん

11：30 ～12：00
おはなし会
児童サービス
ボランティア

12：15～12：45
おはなし会
児童サービス
ボランティア

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

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
※郷土歴史館の開館準備のため10月
　15日まで臨時休館しています。　

〒108-0014
港区芝5-28-4 三田図書館4階
電 話：3452-4966

※申込みの記載がないプログラムは当日先着順です。※対象の記載がないプログラムはどなたでも参加いただけます。

図 書 館 休 館 期 間

三田図書館 10/9（月・祝）〜 10/14（土）

高輪図書館分室 10/16（月）〜 10/19（木）

休館日のお知らせ平成29年度
特別整理による

10月11日～20日 区立幼稚園紹介「南山幼稚園」

11月21日～30日 区立中学校紹介「お台場学園」

12月  1日～10日 区立幼稚園紹介「赤羽幼稚園」

12月21日～31日 区立中学校紹介「高松中学校」

  1月  1日～10日 区立幼稚園紹介「高輪幼稚園」

  1月11日～20日 区立幼稚園紹介「麻布幼稚園」

第5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！


