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＜これからの江東区オリンピック･パラリンピック教育 >
　区ではこれまで、参加国について調べたり、アスリートの講演を聞いたり、学習リーフレットを
活用した教育を行ったりしてきました。大会期間中は、選手へ応援メッセージを届け、大会後には、
トーチを学校間でつなぎました。このような活動で、高まった ｢こどもの資質｣ や ｢充実した学校
の指導のノウハウ｣ 等のレガシーを今後につなげていきます。

東京2020 パラリンピック競技大会　パラカヌー日本代表
瀬立モニカ選手からトーチリレーがスタート！

瀬立モニカ選手　本多教育長
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区立幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校のこどもたちが、
オリンピック・パラリンピックの聖火トーチをリレー形式でつなぎました。

(期間：令和３年10月～令和３年12月）

問　指導室　TEL（3647）9179　FAX（3647）6505

<瀬立モニカ選手からのメッセージ>
「このトーチを友達や次の学校に渡しながら、オリンピック・パラリンピックを通
して学んだことを振り返ったり、学んだことをどうやって生かしていきたいか、そ
してこの日本や世界がどうなったらよいか等について考えたりして欲しいと思います。
皆さんの思いや願いをつなぐ、聖火トーチリレーのスタートです。まず、私か
ら皆さんにトーチを渡します。34,600人の思いをつないで、また戻ってくるの
を楽しみにしています。しっかり、トーチをつないでくださいね。」

心のレガシーを未来へつなぐ
〜江東区オリンピック・パラリンピック教育〜

聖火トーチに触れることができ、聖火トーチに触れることができ、
東京 2020オリンピック・パラリンピックを東京 2020オリンピック・パラリンピックを

身近に感じることができました。身近に感じることができました。



新しい学びの様式

Chromebookを活用したある１日
学習者用端末と校内の高速大容量通信環境整備が完了
　区では、令和３年４月に区内の小・中・義務教育学校のすべての児童生徒に学習者用端末

「Chromebook」を配布し、令和３年８月には各校でChromebookを十分に活用するための通
信環境も整いました。
　各校のChromebook等のICT機器を活用した学習活動「KOTOスタイル」の実践を紹介します。

登校前

１時間目

２時間目

　朝の体調等を「Google
フォーム（オンラインアン
ケート）」で提出します。
 「Classroom」で持ち物

や連絡事項も確認して、準
備万端！

国語科
　資料を基に、自分の考えをまと
めます。教科書、資料集、図書室
の本、インターネット検索と自分
に合った方法で、知りたい情報を
まとめることができました。

図画工作科
　自分の制作した作品の写真と「がんばっ
たところ」をカードにして、みんなで共有
します。発言するのは苦手な子でも、オン
ラインだと考えを表現しやすくなります。

欠席等の連絡もフォー
ムで行います。結果は
簡単に一覧化できます。

情報の信頼性について考え
るなど、「情報リテラシー」
についても学習できます。

写真や音声、動画ファ
イルなど、様々なデー
タをやりとりできます。

「江東区観光キャラクター
コトミちゃん」
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～with GIGA　スクール構想～



３時間目

４時間目

生徒会活動

家庭学習

生活科
　育てている植物の様子を写真で
撮影しました。撮影した写真を大
きく表示して観察したり、写真に
直接書き込んだりしながら、植物
の成長をまとめました。

理科
　実験の結果をオンラインで１つ
の表にまとめます。自分の結果と
友達の結果をすぐに比べられるの
で、実験結果についての話合いが
スムーズになりました。

「生徒会新聞」等を
Classroom に掲示！ 
全生徒へのアンケー
ト も 実 施 す る な ど、
生徒会活動が一層充
実しています。

「ドリルパーク」を使っ
て授業で学習した内容
を確認したり、明日の
授業で発表するプレゼ
ンテーションを作った
りします。

撮影した実験動画や、お
互いの結果を見ながら活
発に話し合いました。

お互いの写真を見せ合う
ことで、色々な「気付き」
が生まれました。

積極的に情報を発信す
る等、こどもたちの主
体的な取組です。

学校での学習と家庭で
の学習のシームレスな
連携を図ります。

KOTOスタイル
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～with GIGA　スクール構想～

問　指導室　TEL（3647）9179　 FAX（3647）6505



学校の働き方改革に取り組んでいます

問　庶務課教育政策調整係　TEL（3647）8542　FAX（5690）6911

左の表は、「全国学力・学習状況調査」
の結果について、都平均を100としたとき
の江東区立小・中・義務教育学校の状況を
棒グラフで表したものです。実施された国
語、算数・数学の両教科で、都平均を上回
る結果となっています。

この調査は、区の長期計画の指標としてお
ります。令和６年度の達成を目指しています。
江東区長期計画　知・徳・体を育む魅力ある学び舎づくり

一人一人に向き合う学校教育の充実

指標名 目標
(令和６年度)

令和３年度
（　）内は元年度

全国学力・学
習状況調査で
都平均を100
としたときの
区の数値

小 107 105.0
（105.2）

中 105 102.4
（102.2）

※�令和２年度は新型コロナウイルスの感染症拡大の影響に
より、実施していません。

　　　令和３年度 全国学力・学習状況調査 結果

国語

全国
都
江東区

92

94

96

98

100

102

104

106

108

数学国語

全国
都
江東区

92

94

96

98

100

102

104

106

108

算数

問　指導室　TEL（3647）9179　FAX（3647）6505

小学校・義務教育学校
（前期課程）
６年生

中学校・義務教育学校
（後期課程）

３年生（９年生）

★これまでの主な取組★

⃝�区立学校園では引き続き以下の時間帯において留守番電話
対応を行います。
【平日】　幼稚園：午後５時　から　翌日午前７時45分　まで

小学校：午後６時　から　翌日午前７時45分　まで
中学校：午後７時　から　翌日午前７時45分　まで
義務教育学校（前期・後期）は、小・中学校に準じる。

【土日祝等】終日
※�授業や学校行事等により、各校園で設定時間が変更になるこ
とがあります。
※�水曜日は午後４時45分から翌日午前７時45分までとなります。

⃝�教員が休暇等を取得しやすく
するため、学校閉庁日を設け
ています。この期間は原則と
して全区立学校園において教
員が不在となりますのでご了
承ください。

⃝�令和３年度は８／10～13を学
校閉庁日としました。

☀夜間、週休日における留守番電話による対応 ☀学校閉庁日の設定

★検討中の取組★

⃝�教員業務の精選、役割分担の見直し、ICTを活用した、
連絡事項やお便りのデジタル化などの検討を進め、教員
負担の軽減を図ります。

⃝�教員の負担軽減やバックアップを図
り、教育効果を高めるため、部活動
指導員やスクールサポートスタッフ
等、外部人材の拡充を進めます。

★教員業務の見直しと業務改善の推進 ★学校を支える人員体制の確保

　教育委員会では、教員一人ひとりが心身の健康を保持し、誇り
とやりがいをもって職務に従事できるよう、学校における働き方
改革を進め、学校教育の質の維持向上を図っています。
　今年度より、水曜日の児童・生徒下校後の時間を児童・生徒の
主体的な学びと教員の授業力向上や学校運営の充実にあて、定時
退勤日とする「Challenge Wednesday」に取り組んでいます。
　保護者や地域の皆様には、引き続き、取組の趣旨についてご
理解、ご協力をお願いします。

※�東京都の平均を100とした時の数値
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こどもの健やかな成長を地域とともに継続的に見守り、総合的に支援する複合施設
として、江東区こどもプラザは住吉の児童会館跡地（住吉 1-9-8）に令和４年５月中旬にオープンします。

こどもプラザ図書館、子ども家庭支援センター、江東区こどもプラザ（地域交流スペース及び文化・
運動フロア）で構成される５階建ての建物は、妊
娠期・乳幼児期から18歳までを対象とした区の新
たな拠点になります。

施設の運営には指定管理者制度を導入し、民間
活力を活用したサービスを提供するとともに、そ
れぞれの施設が自由に行き来できる一体的な運営
を行います。

子育て相談やこどもの遊び場、調べ学習やグルー
プ学習のスペース、演奏ができる音楽室や大人が
ゆったりと雑誌などを読めるサロンもあります。　

オープンの日に向けて開館準備を進めています。

昭和49年８月10日、深川図書館白河分館は白河の交差点近く、
当時の深川保健所の２階にオープンしました。全国的にも珍しい「こ
どものための」図書館として開館し、こどもたちは自由にのびのび
と分館に集いました。

昭和63年３月29日、白河分館は元加賀公園と元加賀小学校の隣
にあたる現在の場所へ移転し、名前も「白河こどもとしょかん」と
して新装オープンしました。小さいけれど２階建てのかわいらしい
建物で、開館当初は喫茶店と間違えて入ってくる人もいたとか。 
１階は絵本や読みもの、調べる本など幼児から小学生が十分に楽し
める本を並べ、２階のおはなしのへやは出窓のあるアトリエ風。毎
週おはなし会を開催するようになったのもこのころからです。

平成22年６月１日、元加賀小学校の増築改修に伴い、校舎の 
１階に入る形で３度目の開館となりました。隣は学校図書室で、壁
面の赤いドアでお互いの部屋をつなぎ、行き来ができるようにしま
した。休み時間にはこのドアを開放し、元加賀小学校の児童がこど
もとしょかんで過ごしたり本を借りたりしていました。

場所を変え、形を変えながら、変わらぬ「こどもが主役」の図書
館として、地域の皆さんに愛
されてきました。

令和４年１月31日をもって
白河こどもとしょかんは閉館
します。そして５月、こども
プラザ図書館として生まれ変
わります。これまで本当にあ
りがとうございました。そし
てこれからも、どうぞよろし
くお願いいたします。

問　江東図書館　TEL（3640）3151　FAX（3615）6668

問　深川図書館　TEL（6666）0557　FAX（3643）0067

こどもプラザ図書館

白河こどもとしょかん

こどもプラザ完成予想図

47年間ありがとうございました 

開館時に飾られた風船はこどもたちへ

移転後は白いタイルと
赤い屋根のかわいい建物

スペースは小さいけれど３万冊の本を所蔵 おとなりは元加賀小学校図書室

５月中旬にオープン
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　冬を象徴するものと言えばやはり「雪」でしょう。
　昔から雪を題材にした俳句は、数多く詠まれてき
ました。
　　我が雪と思へば軽し笠の上　　　宝井其角
　　いくたびも雪の深さを尋ねけり　正岡子規
　　降る雪や明治は遠くなりにけり　中村草田男
　江東区ゆかりの俳人である石田波郷は、
　　雪降れり時間の束の降るごとく
と詠んでいます。
　雪に関係する季語もたくさんあります。

　「初雪」はその冬初めて降る雪のこと、「雪
催」は雪が降りそうな空模様のこと、「六花
（むつのはな）」は雪の別名です。雪は花に
例えられることがよくあります。「風花」は、
晴れた日に風に乗って飛んでくる雪のかけらのこ
とです。「雪女」も季語に数えられています。「雪
合戦」や「雪だるま」も季語です。
　雪の結晶の研究で有名な物理学者の中谷宇吉郎博
士は、雪を「天からの手紙」と呼びました。雪の便
りを聞いたら、ぜひ雪の俳句に挑戦してみください。

俳句づくりのワンポイント⑬

問　教育支援課教育支援係
　　TEL（3647）9307　FAX（6458）6087

清潔なトイレで学習成果向上
学校施設のトイレ改修工事を進めています！

問　学校施設課施設計画係　TEL（3647）8543　FAX（3647）8547

教育委員会では、学校施設の老朽化に伴う改修工事を計画的に実施しています。その中でも、
近年特に力を注いでいるのがトイレ改修工事です。トイレの改修は学校施設全般の環境向上や機
能改善にもつながり、改修の効果が期待できるとして、文部科学省も推進しています。

トイレ改修工事では便器の洋式化を順次行っており、本区区立学校の洋式化率は令和２年度末
現在で約80％となっています。家庭や商業施設のトイレの大半が洋式化している現代において、
洋式トイレを更に増やしていくことは、教育委員会としても急務であると考えています。

工事内容は、配管の更新を基本として、便器の洋式化、トイレブースの更新、手洗いの自動水
栓化、小便器の自動水洗化、LED自動照明化、床の乾式化も実施しており、節水・節電など環境
への配慮にも取り組むとともに、清潔で明るくだれもが気持ちよく使えるトイレづくりを目指し
ています。こどもたちのトイレストレスを解消することで、授業に集中できる環境へとつながり、
学習成果が高まることを期待しています。

また、学校施設は拠点避難所となっているため、「だれでも（多目的）トイレ」の設置も順次
進めています。そのほか、車椅子の児童・生徒も利用しやすくするため、ブースの幅を広くした
幅広トイレの設置も改修工事で実施しています。

工事期間中は一部のトイレが使用できなくなり、ご不便をおかけすることになりますが、これ
からも児童・生徒を第一に考え、設計・工事に努めて参りますので、ご理解ご協力のほどお願い
いたします。

改修後の清潔なトイレ だれでもトイレ
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問　庶務課庶務係　TEL（3647）9170　FAX（5690）6911

問　学務課給食保健係　TEL（3647）9177　FAX（3647）9053

問　豊洲幼稚園　TEL（3531）9272　FAX（3534）5063

○文部科学大臣教育者表彰
　有明小学校　校長　赤堀　美子
○東京都教育委員会職員表彰
　小名木川小学校　主幹教諭　　長田　健太
　深川第七中学校　主幹教諭　　塚田　早弥香

○文部科学大臣表彰（学校保健及び学校安全表彰）
　小林　昭夫
　［学校医］第二大島小学校

○優良PTA文部科学大臣表彰
　江東区立豊洲幼稚園父母の会
　（東京都公立幼稚園・こども園PTA連絡協議会推薦）

○ 学校活動支援団体等に対する東京都教育委員会
感謝状贈呈

　東川小学校ウィークエンドスクール

表  彰  等  の  お  知  ら  せ表  彰  等  の  お  知  ら  せ

問　庶務課教育政策調整係　TEL（3647）8542　FAX（5690）6911

区では江東区通学路交通安全プログラムに基づいて、
学校PTA、警察、道路管理者及び教育委員会が連携し
て通学路の安全対策を進めています。

毎年１回、合同通学路安全点検を行い、点検した内容
を踏まえ具体的な対策を協議し、路面標示や交通規制の
見直しなど、状況に応じた安全対策を実施しています。

今年度は千葉県八街市で発生した通学時の交通事故
を受けて、今までの点検内容に加え、抜け道で車の速度
が上がりやすい箇所などに注力して点検を行いました。

合同通学路安全点検以外にも、通学路防犯カメラの
設置や、学校や警察による交通安全指導、ストップさ
んの配置、防犯ブザーの配布、関係機関による防犯対
策など様々な取組を通じて、通学時の安全確保に努めています。

通学路の安全対策！

こどもたちが安全安心に通学できるよう、みなさまのご協力による温かい見守
りをお願いいたします。

こんなことしています！合同通学路安全点検

１校５台設置しています
（通学路防犯カメラ）

その他の取組

元気な挨拶でみんなが笑顔に
（ストップさん）

保護者・地域のみなさまへ
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　優れた功績があった学校の先生や、学校活動を支援している団体が表彰されました。

　学校医等で医療及び保健衛生の向上に尽力し、功労顕著な方が表彰されました。

　幼児の健全な育成と幼稚園の発展のため、優秀な実績を上げている団体が表彰されました。

安全に
通学できる取組

危険なところがないか点検！
（合同通学路安全点検）

ぴしっと腕を伸ばして歩く１年生
（セーフティ教室）

落ち着いて素早く防災頭巾を
被っていました

取材中に
地震発生！



6868-4059

江東区立学校では、特色ある教育活動を行っています。
いきいき

スクールネットワークスクールネットワークスクールネットワーク

問　庶務課庶務係　TEL（3647）9170　FAX（5690）6911

教育長
本多　健一朗

教育長職務代理者
進藤　孝

委　員
眞貝　裕利子

委　員
鈴木　清人

委　員
本田　和恵

学校や幼稚園の様子をお伝えします！

区ホームページで配信中♪

「授業力向上こそ教師の使命」
―どの子も伸ばす 北砂スタイルー

　北砂小学校では、令和 2 年度から区研究協力
校の指定を受け、【根拠や理由を明らかにして自
分の考えを分かりやすく伝える力（論理的思考
力）の育成】に取り組んでいます。どの教員も全

て の 教 科 で、
分かりやすく
学びがいのあ
る授業を目指
しています。

①  45 分間を４つのユニット（つかむ - 考える - 学
び合う - まとめる）に分けて、毎時間展開して
います。

② その時間に取組むべき学習について、見通しが
もてる学習課題を提示しています。

③ 活動の残り時間がひと目で分かるアナログタイ
マーを使っています。

　令和 4 年度の研究発表で 3 年間の成果を発表し
ます。

「区立中学校俳句部拠点校」
―とちの木の　七つの若葉　輝きてー

　本校は、区立中
学校俳句部拠点校
として、俳句部だ
けでなく、学校全
体で俳句づくりを
通して生徒の感性
を磨いています。
　毎年４月には、
講師の先生をお招きして、全クラス２時間ずつ俳
句教室を実施しています。また、月１回程度、お
題を決めた朝俳句に取り組んでいます。秋の学習
活動発表会では、校内俳句コンクールの優秀作品
を表彰します。今年度の優秀作品を紹介します。
　最優秀　月明かり　落ちるまぶたと　ロック画面
　優　秀　神無月　神の集いも　リモートで
　優　秀　どーっちだ　どんぐり見える　小さな手
　優　秀　親元を　離れ世を知る　落ち葉かな
これからも五感を生かして俳句づくりに励みます。

【教育委員会について】
　教育委員会では、区の教育に関する様々な施策を決めて
います。委員会は、月１回定例会を開催しています。必要
に応じて臨時会を開催することもあります。会議は、原則、
どなたでも傍聴（５名まで）できます。開催の日時、場所、
傍聴の手続き、また過去の会議録は区のホームページでご
確認ください。
教育委員会ホームページ
https://www.city.koto.lg.jp/kyoiku/index.html

【教育委員会開会状況（令和３年４月から９月まで）】
　○ 定例会６回　○ 臨時会12回　
　《案件数》議事案件15件、報告案件41件、協議案件21件

【教育委員会構成】　教育委員会の構成は、次のとおりです。

今後の教育委員会開会予定
定例会 開会予定日時
第１回 １月 28 日（金）午前 10 時
第２回 ２月 10 日（木）午前 10 時
第３回 ３月 29 日（火）午前 10 時

教育委員会だより

江東区立北砂小学校 江東区立深川第七中学校
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