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　 本田委員　　　　 本多教育長　　　　　鈴木委員
　　　　　   眞貝委員　　 進藤教育長職務代理者
※撮影時のみマスクを外しています。

C O N T E N T S

・教育推進プラン・江東（第２期）概要 ………… ２・３
・令和３年度　教育 ICT 化の取組……………………… ４
・こどものことでお悩みのときには …………………… ５
・いきいきスクールネットワーク ……………………… ６
・俳句作りのワンポイント ……………………………… ６

・学校閉庁日にご協力を！ ……………………………… ６
・江東区立図書館のこんなサービスご存じですか …… ７
・給食用牛乳パックのリサイクルをしています！ …… ７
・教育委員会だより ……………………………………… ８
・学び続ける熱い先生たち ……………………………… ８

新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの教育活動が続いて
いますが、こどもたちはマスクの下からもあふれんばかりの笑顔で
学校・園生活を送っています。
この度、教育を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、令和３年度
から７年度までの５か年を計画期間とする、「教育推進プラン・江
東（第２期）」を策定し、未来を見据えて新たなスタートを切るこ
とになりました。
今回、「with… ～ともに～」というキーワードを「教育推進プ
ラン・江東（第２期）」で新たに設定しました。私たちは、プラン
の推進にあたり、こどもたちが、主体的に、そして友達と「ともに」
学び、「ともに」育つこと、そして大人たちは、こどもたちのため
に「ともに」考え、「ともに」支えていくことを大切にしています。
区民の皆様におかれましては、ご理解・ご協力のほど、どうぞよろ
しくお願いいたします。

江東区教育委員会

〈キーワード〉
「with… ～ともに～」

教育推進プラン・江東（第２期）を教育推進プラン・江東（第２期）を
策定しました！策定しました！
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教育推進プラン・   江東（第２期）　概要教育推進プラン・   江東（第２期）　概要
　教育推進プラン・江東（第 2 期）は、江東区基本構想・長期計画の分野別計画で、今後 5 年間で   取り組む施策の方向性を示す教育振興基本計画です。
　本プランは、江東区教育理念を実現するため、4 つのテーマ「学び・育ち」「自分らしさ」「環境」    「つながり」とそれに基づく 10 の施策、4 テーマに共通した「教育の ICT 化」を設定しています。
また、各施策を実行するため、22 の取組指針とそれを構成する主要な取組を設定しています。
　詳しくは３ページ下部の URL より、プラン全文をご覧ください。

４つのテーマと教育   の ICT 化・全体像

１　学び・育ち

３　環境

みんなに

ささ

　「こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）」
を柱として、主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた授業改善をより一層推進し、こどもたちがより
よい社会の担い手になるよう育みます。

　学校施設の整備・充実や適正な維持管理により、
良好な教育環境を確保していくほか、こどもたちが
安全・安心に学校に通い、充実した学校生活を送る
ための教育環境を整備します。

実現に向けた施策
１．確かな学び
２．豊かな心
３．健やかな体

実現に向けた施策
６．施設の整備・充実
７．安全安心・居場所づくり

元気に投げて体力向上

英語教育と ALT

放課後は楽しく体力づくり

一日の初めに元気な挨拶

きっずクラブでの創作活動

１人１台の端末で
ICT を効果的に活用

４つのテーマを進める教育の ICT 化
情報活用能力の向上
超スマート社会（Society5.0）の到来を見
据えた人材を育成するため、こどもたちの情
報活用能力を向上させます。

新たな教育手法の確立
個性や能力に応じた教育の推進など、新たな
教育手法の確立を ICT で実現し、個を大切
にした教育を行います。

教育推進プラン・江東（第２期）の全文はこちら　　   https://www.city.koto.lg.jp/580106/kodomo/kyoiku/bijon/plankoto/20210401.html
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 with  …
～と  もに～

	 夢に向	 かって	 夢に向	 かって
	 のびのび	 と育ち、	 のびのび	 と育ち、
	 未来を担う	 人になる	 未来を担う	 人になる

施設の整備・充実

豊かな心確かな学び

健やかな体

安全安心・居場所づくり
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教育推進プラン・   江東（第２期）　概要教育推進プラン・   江東（第２期）　概要
　教育推進プラン・江東（第 2 期）は、江東区基本構想・長期計画の分野別計画で、今後 5 年間で   取り組む施策の方向性を示す教育振興基本計画です。
　本プランは、江東区教育理念を実現するため、4 つのテーマ「学び・育ち」「自分らしさ」「環境」    「つながり」とそれに基づく 10 の施策、4 テーマに共通した「教育の ICT 化」を設定しています。
また、各施策を実行するため、22 の取組指針とそれを構成する主要な取組を設定しています。
　詳しくは３ページ下部の URL より、プラン全文をご覧ください。

４つのテーマと教育   の ICT 化・全体像

２　自分らしさ

４　つながり

ひとりひとりに

ささ える

習熟度別の少人数指導

教育相談員による電話相談

スクールサポートスタッフによる
業務サポート

図書館職員による
レファレンスサービス

地域学校協働本部による
通学路の見守り活動

学びスタンダード強化講師による
ひとりひとりに応じた指導

　学校生活や学習上の問題等、こどもたちひとりひ
とりに応じたきめ細かな教育支援や、少人数指導や
習熟度別の授業を実施することで、こどもたちの個
性や能力を伸ばしていきます。

　教員が高い指導力を発揮し、真に
必要な教育活動を行うための改革を
していくほか、目指す教育目標を家
庭・地域・学校が共有して、地域の
教育力を向上させていきます。

令和３年度  教育ＩＣＴ化の取組
については次のページ！

実現に向けた施策
４．個に応じた教育
５．丁寧な相談

実現に向けた施策
８．地域・家庭
９．学校・教員
10．図書館・大学・企業等

学校運営の効率化
学校運営の効率化を ICT で実現し、教員の
事務負担を軽減することで、こどもたちと向
き合う時間を確保します。

教育推進プラン・江東（第２期）の全文はこちら　　   https://www.city.koto.lg.jp/580106/kodomo/kyoiku/bijon/plankoto/20210401.html
問　庶務課教育政策調整係　TEL（3647）8542　 FAX（5690）6911
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 with  …
～と  もに～

	 夢に向	 かって	 夢に向	 かって
	 のびのび	 と育ち、	 のびのび	 と育ち、
	 未来を担う	 人になる	 未来を担う	 人になる

学校・教員

地域・家庭図書館・大学・企業等

丁寧な相談個に応じた教育

個に応じた教育
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江東区版
　区では、４月から児童・生徒に情報端末

「Chromebook」を 1 人 1 台ずつ貸与し、活用
を始めました。8 月末にはすべての区立小・中
学校、義務教育学校に高速大容量のインターネッ
ト環境を整備し、これらの ICT とこれまでの教
育実践の成果を組み合わせながら、こどもたち
と教員の力を最大限に引き出す江東区の「新し
い学びのスタイル」を確立していきます。

問　学務課学校経理係　TEL（3647）9176　FAX（3647）9053
指導室　　　　　　TEL（3647）9179　FAX（3647）6505

１人１台端末を活用した「新しい学びのスタイル」 （授業での活用例）

様々な
資料提示

国語・外国語

スピーチをよりよいものに
　スピーチの様子を撮影
したり録音したりして、
自分のスピーチを改善す
る。

様々な資料を活用
　画像や動画など色々な
資料を活用して、じっく
り考える。

考えの共有
　お互いの考えを共有し
て議論したり、プレゼン
テーションで発表したり
する。

学習上・生活上の困難さ
をサポート
　資料を拡大して確認し
たり、板書を画像で保存
したりする。

社会・理科 特別の教科　道徳 特別支援

考えの
共有

多様な
発表方法

個に
応じた学習

学 習 支 援 ソ フ ト「Google 
Workspace for Education」

「ミライシード」のほか、
「学習者用デジタル教科書」
も活用します。

区ホームページ「江東区版
GIGA スクール構想について」
情報発信中！

GIGA スクール構想とは…1 人 1 台の端末と通信ネッ
トワークの一体的な整備により、こどもたち 1 人ひと
りの資質・能力を確実に育成する教育 ICT 環境の実現
を目指す国の方針

◆こどもたちの声◆

◆先生たちの声◆

〇紙に書くよりも修正が簡単な
ので、自分の考えをどんどん入
力できます。
〇白黒のプリントより、カラー
の電子データは拡大もできて見
やすいです。

〇発言が苦手なこどもの意見も端末
上で確認ができ、1人ひとりの考
えを知ることができます。
〇動画や音声などの資料で、こど
もたちの関心・意欲が高まってい
ます。

　　　令和３年度　教育 ICT 化の取組

ＧＩＧＡスクール
構想
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　こどもの学校生活や学習・発達に関することでお悩みはありませんか。子育
てをしている中で不安に感じることや悩んでしまうことはありませんか。こど
も自身が悩みを抱えている様子が見られることもあるかもしれません。
　教育委員会では、学校教育に関する相談内容の多様化に応えるため、対面で
の相談、電話や SNS での相談窓口をご用意しています。ぜひご活用ください。

●ワンストップ型教育相談窓口（教育センター）による相談
　教育相談窓口では、保護者の方を対象にした電話による相談を
行っています。教育を専門とする相談員が、一緒に考え、助言し
ています。必要に応じて、臨床心理士等の資格を有する心理相談
員との面談につなげ、心理の専門的な立場からの助言を行ってい
ます。

　　【電話相談】　
　　　　□受付時間　月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）
　　　　　　　　　　午前９時から午後４時 30 分まで
　　　　□電話番号　（3649）3834
　　【面接相談】
　　　　□受付方法　電話による事前予約制
　　　　　　　　　　※上記の電話相談から必要に応じて
　　　　　　　　　　　予約を受け付けています。
　　　　□電話番号　（3649）3834
　　　　□実施日時　月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）
　　　　　　　　　　午前９時から午後４時 30 分まで
　　　　□面接場所　教育センター（東陽二丁目３番６号）

●学校・幼稚園にいるスクールカウンセラーとの相談
　学校・幼稚園には、臨床心理の専門的な知識と経験
を有するスクールカウンセラーを配置しています。こ
ども自身の相談はもちろん、保護者の方のこどもに関
する相談も受け付けています。
　希望する場合は、学校・幼稚園に直接お問い合わせ
ください。

● SNS を活用した相談
　区立中学校の生徒を対象に、SNS を活用した教育
相談を行っています。実施期間中の受付時間内であ
れば、いつでも匿名で相談ができます。面談だと緊
張する・・・という方はぜひご活用ください。相談
方法は、４月に生徒に配付したカードをご覧くださ
い。（保護者の方は相談できません）

　□実施期間　令和３年４月 12 日（月）～令和４年３月 28 日（月）の毎週月曜日
　　　　　　　※令和３年８月 16 日（月）から８月 31 日（火）の期間中は毎日実施します。
　□受付時間　午後５時から午後９時

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

※秘密は守られます。
※ご希望であれば、区立学校園

と連携してお子様の支援方法
を検討します。

継続相談の方とは「オンライン
相談」も行っています。

こどものことでお悩みのときには

友達関係で
困っている

学校生活が
心配

ひとりで悩まないで
相談しよう。
秘密は守ります！！

どこに相談すればいいか分から
ない場合は、まずお電話くださ
い！それぞれの専門家がご対応
します。
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江東区立学校・幼稚園では、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
「自然にたっぷり触れ、心を豊かに」
　―こどもも教師もわくわく！ー

　本園は、北砂五丁目団地の
中にあり、団地の森を“なでし
この森”と呼び、活用していま
す。昨年度、「自然にたっぷり触
れることを楽しむ幼児の育成」
をテーマに園内研究を進めまし
た。ネイチャーリーダーの方を招き、ネイチャーゲー

ムを通して自然に触れたり、園内で草花を育て、こ
どもたちと「わくわくの道」を作ったりするなど、様々
な工夫をしてきました。教師自身が何事にも関心を
もち自然に触れることを楽しむことで、こどもたちも
自分なりの発見を楽しむように
なり、心を豊かにしていくとい
うことがわかりました。今年も、

“なでしこの森”を活用しなが
ら、心をわくわくさせ過ごす時
間を大切にしていきます。

豊かな自然・温かな地域とともに育つ毛利の子
　―「毛利農園」を活用した自然体験学習をとおして―

　本校では、猿江恩賜公園の一
角にある「毛利農園」を活用し
て、米、さつまいも、ゴーヤな
どを育てています。四季折々に
変化する農園での活動は毛利の
伝統です。体験学習の講師は、いつも地域の方々です。
種まきや苗付け、収穫のコツなどを教えていただき
ながら一緒に土に触れ、自然の恵みを感じています。

　中でも、５年生の稲作体験は、こどもたちの大き
な楽しみです。稲作について丁寧に教えていただきな
がら、毛利農園の「田んぼ」で田植えを行い、大切
に育てます。秋には黄金に輝く穂を刈り取り、足踏
み式の脱穀機を使って脱穀を体験します。知識だけ
ではない、また、本や写真、動画などでは知ること
ができない、まさに、生きた学
習をしています。地域の方とは、
年間を通して交流しています。
豊かな自然は、毛利のこどもた
ちみんなの宝物です。

江東区立なでしこ幼稚園

江東区立毛利小学校

　夏を代表する花と言えば、向日葵（ひまわり）でしょ
う。向日葵の原産地は、北アメリカ。高さは 3メー
トルにもなり、黄色い大きな花をつけます。花が太
陽を追いかけるように回ると思われていたことからこ
の名前がつきました。
　まず、向日葵をじっと見つめてみましょう。ど
んな感じがしますか。北原白秋は、
　向日葵のゆさりともせぬ重たさよ
と詠みました。
　ひまわりは先生よりも大きいぞ ※１

　小学校三年生の俳句です。

　感じたことをそのまま言葉にすると
感動が伝わってきます。
　ひまわりがもうつかれたと下をむく ※２

　これは小学校二年生のこどもの俳句です。
　向日葵を見つけたら、感じたことをそのまま俳
句にしてみてはいかがでしょうか。
※１　大人も読みたいこども歳時記（出版：小学館）より引

用
※２　ことばにのせて－全国学生俳句英訳秀句選（出版：日

航財団）より引用

俳句作りのワンポイント

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

　今年度、区立幼稚園・小学校・中学校および義務教育学校で、夏季休業中の
令和 3 年 8 月 10 日（火）〜 13 日（金）を学校閉庁日とします。
　基本的に教員は出勤しないため、次の点についてご留意ください。
〇学校閉庁日期間中、学校施設の貸出し等は原則実施しません
〇きっずクラブは通常どおり実施します

学校閉庁日期間中、事故や災害等の緊急連絡が必要な場合は、以下の問合せ先へお願いします。
区民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

問　指導室（午前 8 時半〜午後５時）　TEL（3647）9179
　FAX（3647）6505

江東区役所（夜間）　TEL（3647）9111
　FAX（3647）9267

学校閉庁日にご協力を！学校閉庁日にご協力を！
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　江東区立図書館では、令和３年３月より、区内全館でツイッター（Twitter）の運用を開始しました。
イベント開催や館内展示のお知らせ、図書館の開館情報など、様々な情報を発信しています。図書
の展示や特集、イベントなどは各館独自で行っているものであり、幼児や小学生向けのものから大
人向けのものまで、内容は多岐にわたります。ぜひ、普段ご利用の図書館だけでなく、各図書館の
アカウントをご覧いただき、区内の図書館巡りをしてみてはいかがでしょうか？
　フォローもお待ちしております。
　江東区立図書館のツイッターアカウントはこちらです。「＃江東区立図書館」で検索♪

　令和３年度からすべての区立学校で、給食の牛乳パックのリサイクル（「開
く」「洗う」「乾かす」）に取り組んでいます。江東区では、これまでも環境教

育に力を入れてきましたが、各学校では、社会科や
総合的な学習の時間、特別活動と関連付ける等、児
童・生徒が主体的に牛乳パックのリサイクルに取り組めるように工夫をし
ています。回収した牛乳パックは、トイレットペーパーとして学校に還元
されます。　※アレルギーや感染症等、安全に配慮して取り組んでいます。

　区立図書館では、利用者個人への資料貸出のほかに、団体単位での貸出も行っています。図書館
における団体貸出の歴史は長く、戦後すぐの昭和 24 年に施行された館則には、すでに団体貸出の項
目が記載されています。当時は学校その他公共団体や職域団体のほか、読書会を想定していました。
その後は婦人会や PTA など、地域の人々やこどもたちが本に親しむ機会として団体貸出を利用する
ようになり、やがて地域の文庫活動に発展していきました。区内に図書館が 2 館しかなかった時代
です。
　図書館数の増加や社会情勢の変化により、文庫活動に伴う団体貸出は減っていきましたが、一方
で学校や園での貸出需要が増えています。近年では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」の施
行など、読む力の重要性が注目されています。団体貸出は 5 人以上のグループで登録可能です。構
成員 1 名あたり図書・雑誌 5 点、紙芝居 5 点を、1 か月利用できます。詳細は区内各図書館にお問
い合わせください。

※情報発信を目的としていることから、当アカウントからのフォローや特定のユーザーのみへの返信となるリプライ等は
行いませんので、ご了承ください。

※投稿内容に関するお問い合わせは、発信元の図書館へお願いします。

図書館 アカウント 図書館 アカウント
江東区立江東図書館 @kotolib_koto 江東区立古石場図書館 @kotolib_furu
江東区立深川図書館 @kotolib_fuka 江東区立城東図書館 @kotolib_joto
白河こどもとしょかん @kotolib_shira 江東区立亀戸図書館 @kotolib_kameido
江東区立東陽図書館 @kotolib_toyo 江東区立砂町図書館 @kotolib_suna
江東区立豊洲図書館 @kotolib_toyosu 江東区立東大島図書館 @kotolib_h_ojima
江東区立東雲図書館 @kotolib_shino 枝川図書サービスコーナー @kotolib_edagawa

問　江東図書館サービス推進係　TEL（3640）3151　FAX（3615）6668

問　深川図書館　TEL（3641）0062　FAX（3643）0067

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

ツイッター始めました！

団体貸出を行っています！

給食用牛乳パックの
リサイクルをしています！リサイクルをしています！

江東区立図書館のこんなサービスご存じですか？



8 6868-4059

【教育委員会について】
　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２年）】
　○ 定例会 12 回　○ 臨時会 10 回
　《案件数》議事案件 66 件、報告案件 99 件、協議案件 17 件

【新型コロナウイルス感染症対策補正予算について（令和３年３月）】
　新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないなか、区民の安全・安心を守るため、また、教育活動の安定
した継続を図るために、補正予算を編成しました。以下は、教育に関する主な内容です。
小中学校等における感染症対策や学習保障支援などの経費を追加配当 9,000 万円
幼稚園等及び江東きっずクラブにおいて安全な運営のために必要な感染症対策等を実施 3,700 万円
国の実施する「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」の選定の
対象外となった学校へデジタル教科書を導入し、全校で事前検証を実施 654 万円

【教育委員会構成】　教育委員会の構成は、次のとおりです。
　教 　 育 　 長　　本多健一朗　
　同職務代理者　　進藤　　孝
　委　　　　員　　眞貝裕利子
　委　　　　員　　鈴木　清人
　委　　　　員　　本田　和恵

令和３年教育委員会開会予定

問　庶務課庶務係　TEL（3647）9170　FAX（5690）6911

定例会 開会予定日時
第 7 回   7 月 20 日（火）午前 10 時
第 8 回   8 月 20 日（金）午前 10 時
第 9 回   9 月   3 日（金）午前 10 時
第 10 回 10 月 22 日（金）午前 10 時
第 11 回 11 月 12 日（金）午前 10 時
第 12 回 12 月 24 日（金）午前 10 時

教育委員会だより

 

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♪

こどもとこどもとともにともに教師も伸びる教師も伸びる 先生たちが自主的
に学んでいる研究
を紹介します。

　各教科等について先進的な研究を行い、その成果を発表し全都へ広めてい
きます。

　１年間にわたり、各教科等の専門性をより一層高めていく制度です。

　2 年間にわたり、各教科等での授業研究を通して、その専門性を高めていく
制度です。｢部員｣ は４年目から 10 年目の教員が対象で、授業力の向上を目
指します。感染拡大防止の観点から、昨年度の研修が今年度に延期されました。

研究開発委員会

教育研究員

東京教師道場

〇就学前教育：夏井　史子（ちどり幼）

〇就学前教育：和田　真理美（枝川幼） 〇社会：中村　歩（亀高小） 〇理科：岩﨑　泰斗（数矢小）
〇音楽：牧野　由貴（三砂小） 〇体育：伊藤　雅久（浅間竪川小） 〇体育：長田　健太（小名木川小）
〇技術家庭：井上　あゆみ（二砂中） 〇道徳：大塚　由香（豊洲北小） 〇特別活動：河野　俊次（四砂小）

【１年目】＜部　　員＞
○国語：完山 花澄（東陽小）
○数学：内田 健次朗（二砂中）
○体育：河原 直人（三砂小）
○外国語活動・外国語：菊田 恵理（東砂小）

○社会：伊志嶺 拓真（三大小）
○理科：小林 悠里子（五砂小）
○体育：武田 宏明（豊洲西小）
○生活・総合的な学習の時間：三好 勝利（小名木川小）

○社会：市川 翔（二砂中）
○音楽：近藤 瞳（二大小）
○保健体育：金子 友也（二砂中）

with… ～ともに～

問　指導室　TEL（3647）9179　FAX（3647）6505


