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　この度の新型コロナウイルス感染症によりご逝去
された方、ご家族の皆様に哀悼の意を表すとともに、
罹患されている方の少しでも早いご回復をお祈りい
たします。また、医療従事者を始め、多くの方々の
ご尽力に敬意を表すとともに、感染防止にご協力く
ださっている区民の皆様に感謝申し上げます。
　本区では、こどもたちの安全を第一に考え、3月
から 5月末までの 3か月間、臨時休業を実施しまし
た。卒業や修了という大きな節目にしっかりと取り
組むことができなかっただけでなく、幼稚園と中学
校では入園式・入学式も実施することができません
でした。こどもたちには、寂しく、辛い思いをさせ
てしまいました。また、保護者の皆様には、臨時休
業期間中の課題や生活についてご負担をおかけする
ことになってしまいました。心よりお詫び申し上げ
ます。
　6月 1日、分散登校・園により学校・幼稚園を再
開しました。新しい生活様式の下、これまでと同様
な教育活動は行えませんが、主役であるこどもたち

が校舎・園舎に戻って来られたこと、嬉しく思って
います。学校では、8月 7日まで夏休みを短縮して
授業を行い、臨時休業中に実施できなかった学習に
取り組んでいます。
　今回の臨時休業では、ＩＣＴ環境が十分に整って
いなかったことにより、双方向での学習・生活支援
がすぐに行えませんでした。区民の皆様からも多く
のご意見をいただきましたが、緊急に補正予算を組
み、タブレット端末等の貸出や学習アプリの導入を
行い、オンライン学習の取組の充実を図りました。
現在、こどもたちの学びを止めることなく、未来を
見据えた学習が保障できるよう、ＩＣＴ環境の一層
の充実を目指した計画を進めております。
　こどもたちに「江東区で学んでよかった」、保護者
の皆様に「江東区で学ばせてよかった」と思ってい
ただけるよう、教育委員会は学校・園と心を一つに
して、この難局をチャンスに変え、前に進んでまい
ります。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

江東区教育委員会　教育長  本多健一朗

１歩ずつ  こどもたちの笑顔のために！１歩ずつ  こどもたちの笑顔のために！
◀︎▲感染症対策を行いながら学ぶ
　　こどもたち

▲校長先生と感染防止策について意見交換する教育委員
▼入園したばかりの幼児の様子を視察する教育委員
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おうち時間、おうち時間、
　どんなことができるかな？　どんなことができるかな？

みんなで実践！感染症予防のための新習慣

　こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）は、こどもた
ち一人一人の確かな学びや育ちを支えるものとして、区のすべて
のこどもたちに身に付けさせたい内容を明らかにし、その定着
を目指して全校（園）で取り組んでいるものです。今回は「家庭
学習」と「姿勢」について、夏休みにご家庭でも意識しやすい
項目を紹介します。

　新型コロナウイルス感染症は、感染者の咳などによるしぶ
き（飛沫）を吸い込んだり、ウイルスが付着した手で目・鼻・
口などを触ったりすることで感染します。正しい対策を生活
に取り入れましょう。

　区立小学校・中学校・義務教育学校では、すべての児童・
生徒が、オンライン学習サービスの「スタディサプリ」や「e
ライブラリアドバンス」を使った復習や予習に取り組める
ように環境を整えました。夏休みの家庭学習にもオンラ
イン学習を活用して、復習や予習に取り組んでみましょう。
夏休み明けの授業がもっと楽しくなりますよ。　

自分で計画を立てて、時間を決めて
取り組んでみましょう。

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

　手洗い
●こまめな手洗い、外出後に手

や顔を洗うことを習慣化
●おとなが正しい手洗いを身につ

け、こどもと一緒に実践
●手を洗うまで目・鼻・口に触れ

ない

　マスク着用
●外出・会話時は、症状がなくて

もマスクを着用
●咳エチケット

　検温・人との距離・消毒など
●毎日の検温・体調の確認
●人との距離はできるだけ２m あける
●会話・食事は対面を避ける
●１時間に１回は２か所の窓を開け部屋を換気
●人が密集する環境（人ごみ）への外出を避ける
●よく触れる場所（スイッチ、

ドアノブなど）は毎日消毒
（参考）ご家庭にある洗剤を使って
身近なものの消毒をしましょう（経
済産業省ホームページ）　学校における取組

●手洗いの徹底
●人との距離をできるだけ保つ座
席等の配置
●授業・給食時向かい合わせ禁止
●よく触れる場所を毎日消毒
●健康観察（登校時に体温と風邪

症状等の有無を確認させていた
だきます。ご家庭での検温と記
録にご協力ください）

　感染症予防には、バランスのとれた食事も
重要です。献立を考えたり、コンビニで買い
物をしたりするときに思い出してください。

ま：豆・豆腐
ご：ごま
わ：わかめ（海藻類）
や：野菜
さ：魚
し：しいたけ（きのこ類）
い：芋

まごわ
やさしい 合言葉で覚える

不足しがちな栄養素

学年ごとに時間を決めて、家庭学習に取り組みます。［小・義務（前）］
自ら計画を立てて、家庭学習に取り組みます。　　　［中・義務（後）］

家庭学習をすると
きは何を意識した
らいいのかな？

おうちでできる感染症
対策はなにかな？
学校はどんな感染症対
策をしているのかな？

悩み１悩み１

悩み2悩み2

オンライン学習にチャレンジ！

気温が高いときなどは人と
の距離を十分にとりマスク
を外してください

学び方スタンダード 家庭学習

厚生労働省ホームページより

うちでできること

ｅライブラリアドバンス スタディサプリ

具だくさん

みそ汁が
オススメ！
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　新型コロナウイルス感染症によって増えた「おうち時間」。
　ここではでこどもたちが自宅で過ごすなかで抱えやすい
３つの悩みについてお答えします。
　これから迎える夏休みにもぜひ取り入れてみてください！

 夏休みも、こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）！

江東区 SNS 教育相談 2020 ワンストップ型教育相談窓口

スクールカウンセラーの活用

背筋を伸ばした姿勢で座ります

　令和２年度は年間を通じて SNS 相談が受けられるよう
になりました。また、８月後半の１５日間は集中期間とし
て毎日相談できます。対面ではないので、気軽に相談
できるという声が届いています。

　教育相談員が相談内容をうかがい、適切な相談先（臨
床心理士・特別支援教育係・ブリッジスクール相談員・
指導主事 etc…）をご案内します。
　必要に応じて臨床心理士の資格を有するカウンセラー
が面接をして、専門的な立場から助言します。

　区立学校・幼稚園には、臨床心理士や公認心理師等の資
格を有するスクールカウンセラーが配置されています。こど
もの相談はもちろん、お子様の学校園生活等での心配事が
ある保護者の方も相談できます。
　相談希望があれば、学校園に直接お問い合わせ下さい。

【新型コロナウイルス感染症が終息するまでの対応】
　不要不急の外出や３密（密閉空間・密集場所・密接場面）
を避ける必要があり、対面での相談を中止しました。
　しかし、相談したいというニーズに応えるため、電話相
談や、インターネットを介してオンラインでの面談も検討
するなど、保護者の方々のニーズに合った教育相談体制
の整備を進めています。

＊対象：区立中学生（義務教育学校後期課程含む）
　　　　　　　※保護者は相談できません
＊相談実施曜日：毎週月曜日	
＊集中相談期間：８月 17日～８月 31日
＊相談時間：午後５時～午後９時

＊電話相談受付日：月曜日～金曜日
　　　　　　　　　（祝日及び年末年始を除く）
＊電話相談受付時間：午前９時～午後４時 30分
＊電話番号：03（3649）3834

　学校では、よい姿勢で学習できるようにするために、背
筋を伸ばした姿勢で座るように定期的に声掛けを行ってい
ます。よい姿勢を保つことで、気持ちが落ち着き、集中
力が高まります。
　ご家庭でも食事や家庭学習の時などに声掛けを行うこ
とで、いつでもよい姿勢を意識できるようになります。
姿勢の定着も「継続は力なり」です。繰り返し声をかけ、
よい姿勢ができているときにはたくさんほめてください。

　お子さんの身体の成長に合わせて、机と
椅子の高さを調整することも大切です。また、
体幹を意識したトレーニングもよい姿勢の維
持に効果的です。

ぜひ意識してご家庭での学習
に取り入れてみましょう！

集中力を欠き、
気持ちまで落ち
込みます。

集中力が増し、
気持ちに張りが
出た分、学力向上！

 

姿勢がよいと
学力の向上にも
つながります。

 問　指導室　TEL（3647）9179　FAX（3647）6505

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

問　教育センター教育相談窓口　TEL （3649）3834
  FAX（6458）6087

学校で配られた QR コードで友だち登録してね！
相談の秘密は守るから安心してね！

【相談の主な内容】
学校園に関する相談、学習に関する相談、
家族関係に関する相談、不登校に関する
相談、発達の課題に関する相談など

　学校園に通うこどもたちやその保護者の方々には多くの不安や悩
みがあると思います。こどもは一つ一つそれを乗り越えて成長しま
すが、問題の解決が難しいときには、ぜひ活用してみてください。

教育相談体制の充実を目指して
心配事があると
きには、どうした
らいいのかな？

悩み3悩み3

この他のスタンダード
はこちら 

学び方スタンダード 姿勢
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ICT の活用で まなびが変わる！
　学校では様々な ICT 機器を効果的に使い、こどもたちの理解が深まったり、広がったりする授業を行っています。
令和 2年度は、小学校・義務教育学校（前期課程）全普通教室に電子黒板を設置します。また、新型コロナウイルス
感染症の拡大を受け、学校での学びと家庭での学びをつなぎ、こどもたちの学習機会を確保するため、家庭でもオン
ライン等を活用した学習が可能な環境づくりを進めています。

学校の ICT 機器の充実

電子黒板

タブレット端末

家庭でのオンライン学習

　学校では、様々な ICT 機器を活用
し、探究的な学習や協働的な学習を
おこない、学びを深めています。

◆電子黒板
　教科書や教材を大きく映し出すこ
とで、児童・生徒の興味・関心をよ
り一層もたせることができます。

◆タブレット端末
　様々な教科で、動画を見たり、自
分の考えを表現したりして、考えを
深めています。体育など実技のある
教科では、友達に自分の姿を撮影し
てもらい、どれくらいできるように
なったかを確認したり、できない時
のヒントにしたりしています。

　区では、こどもたち一人一人の確かな学びや育
ちを支える重要施策として、「こうとう学びスタン
ダード（ネクストステージ）」を推進しています。
令和元年度には、新たに「就学前教育スタンダー
ド」を策定し幼児期から義務教育終了までを見通
し、区内の全学校種、全教員が一体となった教育
の充実を図っています。
　「就学前教育スタンダード」は、小学校以降の
学びにつながる「幼児期に必ず体験する内容」を
１０の項目で表しています。この中の【「ありがと
う」と言われる嬉しさを感じる】は、人の役に立
つ喜びを感じる体験のことで、こどもたちの自己
肯定感を高めることにもつながります。新型コロ
ナウイルス感染症に対応した臨時休業期間には、
こどもたちが各家庭で「お手伝い」を頑張り、「あ
りがとう」と言われる場面もたくさんあったこと
と思います。
　夏休みに、ご家庭でも、就学前教育スタンダー
ドを参考にしていただきながら、様々な体験に取
り組んでみてはいかがでしょうか。

　教科書に基づく家庭学習に加えて、授業との関連を
図り児童・生徒の学習を補充するために、家庭でもオ
ンラインを活用した学習ができるようになりました。

◆スタディサプリ
　オンラインでの確認テストに加
え、小学４年生以上では、単元別の
授業動画を見ることができます。苦
手な教科の復習やこれから学ぶ学習
内容の予習をすることができます。

◆ｅライブラリアドバンス
　児童・生徒一人一人の習熟度に応じたドリル問題を
反復学習することができます。

問
学務課学校経理係　TEL（3647）9176　 FAX（3647）9053

指導室　TEL（3647）9179　 FAX（3647）6505

問　指導室　TEL（3647）9179　FAX（3647）6505

学校での
学び

家庭での
学び

　　　　　就学前教育スタンダードがスタート！

就学前教育スタンダードは、遊び や 生活 を通して体験していきます。
【健康な心と体】
　□　のびのびと体を動かす

【自立心】
　□　自分でよく考える

【協同性】
　□　友達と遊ぶことを楽しむ　	　　		　	

【道徳性・規範意識の芽生え】
　□　相手の気持ちを考える														

【社会生活との関わり】
　□	　「ありがとう」と言われる嬉しさを感じる

【思考力の芽生え】
　□　十分に試したり工夫したりする						

【自然との関わり・生命尊重】
　□　自然にたっぷり触れる														

【数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚】
　□　数や文字などに関心をもつ

【言葉による伝え合い】
　□　楽しく話したりよく聴いたりする

【豊かな感性と表現】
　□　いろいろな表現を楽しむ
※　就学前教育スタンダードは、10 の「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿」を視点としています。

就学前教育スタンダード
就学前教育スタンダードとは、小学校
以降の学びにつながる「幼児期に必
ず体験する内容」を示したものです。

江東区観光キャラクター
コトミちゃん
ヒーロくん

コーちゃん・トーくん
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●深川第三中 ●深川第八中

●辰巳中

●

●

有明西学園有明西学園

●

第三亀戸中第三亀戸中
●

●深川第七中深川第七中

●大島中大島中●

● 砂町中砂町中

● ●

深川第四中

●

深川第二中

●
●

●

●

第四砂町中

●

●

●

第二亀戸中第二亀戸中

亀戸中亀戸中

深川第六中

大島西中大島西中

第三砂町中第三砂町中

第二南砂中第二南砂中

◎南砂中

東陽中東陽中 第二砂町中第二砂町中

◎第二大島中

◎深川第五中

有明中有明中

深川第一中深川第一中

問　教育支援課特別支援教育係　TEL（3647）9175　FAX（6458）6087

　区は、平成 28 年度から、平成 30 年度まで段階的にすべての区立小
学校に特別支援教室を設置しました。また、令和元年度から、深川第五
中学校を拠点校にし、巡回指導を開始しています。今年度より第二大島
中学校、南砂中学校を拠点校として新たに加え、すべての中学校に巡回
型の特別支援教室を開設しました。
　特別支援教室は、通常の学級に在籍しおおむね通常学級での授業に参
加する、知的発達の遅れを伴わない発達障害の児童・生徒（自閉症・情緒
障害・学習障害・注意欠陥多動性障害等）に対して、きめ細やかな指導を行っ
ています。
　特別支援教室の拠点校の巡回指導教員が、各小・中学校の特別支援教
室を毎週定期的に回り、在籍学級での児童・生徒の様子を見たり、担任
と連携しながら指導を行ったりしています。また、在籍学級での学習や生
活に円滑に参加できるように、コミュニケーションの力や社会性を育てて
いく教室になります。そのため、教科の補習をする場ではありません。

　特別支援教室では、多角的な視点から自己理解や自立・進路指導へつ
なげることや、ソーシャルスキル・ライフスキルトレーニングによりセ
ルフコントロールする力を育てます。また、自己表現する機会や対人関
係における自信回復の機会などの指導（自立活動）を、個別指導や小集
団指導により行います。
　生徒一人一人の学習上や生活上の困難さを改善するためには、特別支
援教室での特別な指導だけではなく、在籍学級やご家庭と連携をした継
続的な指導が重要です。地域や保護者の皆様のご理解とご協力をお願い
します。

　区では、中学校の部活動運営の適正化を推進するため、
部活動指導員を配置しています。その中で、令和２年度
より部活動の顧問として活躍している元中学校教員の松
田指導員をご紹介いたします。
松田指導員（第二大島中学校・ソフトテニス部）
　「一日でも早く新型コロナウイルス感染症の感染拡大が
収束し、生徒たちが安心して部活動に取り組めるよう願っ
ています。部活動に取り組む生徒たちへ、励ましや意識
付けをしながら指導をしていきたいと考えております。」

　部活動指導員を配置するこ
とで、教員の部活動指導に係
る時間等の負担軽減や、教材
研究・生徒指導等の時間の確
保により、指導体制の強化を
図ることができます。また、
経験のない競技などの指導に
よる心理的負担の軽減をした
うえで、部活動指導員のキャリアを活かし、専門的な技
術指導による部活動の運営体制の充実を図ることができ
ます。今年度も活動指導員の活躍にぜひご注目ください。

　夏と言えば、まず思い浮かぶのが蝉の鳴き声です。
気の早い蝉はすでに鳴き始めているかもしれません。
　「閑さや　岩にしみ入る　蝉の声」
　この芭蕉の俳句はあまりにも有名です。芭蕉さんに
倣って、この夏は蝉の俳句に挑戦してみましょう。
【蝉に関する季語】
初蝉、油蝉、みんみん蝉、熊蝉、にいにい蝉、朝蝉、夕蝉、
夜蝉、蝉時雨、空蝉、蝉の殻、蝉の穴

［１］　実際に蝉を見たり、鳴き声を聞いた
りしてその様子をそのまま五七五に
してみましょう。どこのどんな場面
なのかはっきりさせると俳句に詠み
やすくなります。 

「大木を　震わしている　油蝉」 
　　「通学路　踏みそうになる　蝉の殻」

［２］　蝉と遊んでいるこどもの様子を俳句にしてみま
しょう。

「蝉の穴　数えて歩く　男の子」
「蝉時雨　耳に入らぬ　受験生」

～この夏、蝉に注目してみましょう。新しい発見が必
ずあることでしょう。～

部活に活気と活力を！新部活動指導員の紹介！

俳句作りのワンポイント⑪

一人一人の指導の充実を

特別支援教室（巡回指導）が令和2年 4月
すべての中学校に設置されました

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

問　教育支援課教育支援係
　　TEL（3647）9307　FAX（6458）6087
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　令和２年度から地域学校協働本部が全校でスタートしました。これまでも学校支援地域本部をはじめとして、
地域・保護者の方々により、教育活動を支援する取組が行われてきました。これらをベースに地域学校協働本
部は、「こどもたちがのびのびと育ち、責任感と未来を担う力をもつ人に成長すること」の実現のために、学校
と地域がみんなで活動を進める体制です。さらに一体となったワンチームの体制づくりへ向けて、取組を進め
ていきます。

　区立学校・幼稚園では、各学校園において特色
ある教育活動を行っています。今号では、「つば
め幼稚園」と「第三砂町小学校」の取組をご紹介
します。

知っていますか？学校と地域をつなぐ
　地域の人たちと、学校のニーズをつなぐ役割を担います。学校・
地域の連絡調整、ボランティアの確保、団体同士の連携などを
行います。

こどもたち・先生にとって
★学校の花壇・図書室の整備や、放課後の補

習教室などが充実し、こどもたちが気持ち
よく学校生活を楽しんでいます。

★学校と地域が役割分担することでこどもた
ちにきめの細かい指導ができるようになっ
ています。

地域住民・保護者にとって
★先生と地域の方が一体となってこどもに向

き合ってくれることでこどもの学校生活が
充実し、安心です。

★こどもたちと地域の方の交流が生まれ、地
域への理解が深まっています。

地域学校協働本部スタート
―地域と学校が協働しながらこどもの成長を支える体制（チーム）へ―

学校支援
地域本部

ボランティアの協力（地域住民・保護者）

PTA
おやじ
の会 町会ウィークエンド

スクール

問　地域教育課地域学習支援係
TEL（3647）9676　FAX（3647）9274

100 周年に向けて、主体的に学ぶ児童を育む
　本校は、令和元年度に創立 90 周年を迎えました。11
月 22 日には記念児童集会を行いました。昔の地域の様
子やこどもたちの様子を学ぶことができました。そして、
11月 30 日には山﨑区長をはじめ、多くの来賓の方にお
越しいただいて、記念式典を行いました。５・6 年生が「よ
ろこびの歌」を原語で歌う姿にたくさんのお褒めの言葉を
いただきました。その後、全校児童でバルーンリリースを

行いました。澄み切った青空に色
とりどりのバルーンが舞い上がり、
90 周年をお祝いするにふさわしい
光景となりました。
　本校は令和元年度・2 年度江東
区教育委員会研究協力校の指定を
受け、国語科「思いや考えをもち、

すすんで伝え合い、深め合う児童の育成～『読むこと』
の授業改善を通して～」を主題として研究に取り組んで
います。

　教科書の教材文を『読むこと』
を通して、児童一人一人に自分の
考えをしっかりともたせること、
そして、一人一人の考えを学級全
体で共有し、考えを深めさせてい
くことを重点として研究を進めて
います。

　児童が「意欲的・主体的に学ぶ姿」を多くの場面で見
ることができるように、教職員も主体的・対話的で深い
学びを重ね、一丸となって頑張っていきます。

大好き！スポーツチャンバラ　―心も体もたくましくー
　スポーツチャンバラの世界チャンピオン植草先生にご協
力いただき、園児の体力向上と遊びの中で挨拶や礼儀を
身に付けることを目指してこの活動が始まり、もうすぐ 20
年になります。植草先生、父母の会
のご協力で、少しずつ、面や小太刀
などを揃えていただきました。
　今では「つばめ幼稚園と言えばス
ポチャン」と、地域の方からも覚えて
いただけるようになり、体を動かして
遊ぶ楽しさ、黙想を行い、心を整える心地よさ、礼節をもっ
て目上の人に接する態度を、園児は身に付けています。
　植草先生に年間 4 回教えていただき、その他は日常の
遊びとして取り組んでいます。学級対抗の「つばめ杯」は、

年長組全員が選手として出場し、自分が頑張ることはもち
ろん、仲間を応援し、気持ちを一つにして優勝カップを目
指します。担任や保護者
の試合も行い、真剣な中
にも楽しさがある、本園
を代表する行事になりま
した。
　近年は保護者や地域の
皆様にご協力をいただき、江東区大会や全国大会にも出
場しています。全国大会個人の部では、準優勝をいただ
きました。
　これからも保護者・地域の皆様と力を合わせて、心身
共に健やかな園児の育成を目指していきます。

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

つばめ幼稚園

第三砂町小学校

（～令和元年度）

コーディネーターコーディネーター 学校の声学校の声

地域住民の声地域住民の声
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　第２次世界大戦の最中、都市部のこどもたちを空
襲の危険が少ない地方へ住まわせる「疎開」という
政策が進められ、国民学校（今の小学校）の学童を
親元から離して地方で集団生活させる「学童集団疎
開」が行われました。区においても、（今の小学）３
～６年生の学童およそ１万２千人が新潟県・山形県
の寺や旅館に疎開しました。
　疎開先では、授業後は水運びや薪拾い、畑仕事の
手伝い等をして過ごしました。また、地域のこども
たちと一緒に遠足や運動会に参加することもありま

した。しかし、戦争が激しくなるにつれ、食料や生
活用品の不足に苦しめられます。また、衛生状態も
次第に悪くなり、ノミやシラミに悩まされるなど、
厳しい生活を強いられました。
　区立図書館では、区における学童集団疎開の記録
をまとめた冊子『疎開』を発行し、図書館全館で配
布しているほか、江東図書館では当時の資料を展示
している学童集団疎開資料室を開室しております。
ぜひお越しください。

■	緊急時一斉連絡システムについて
　緊急時に区立学校・幼稚園から保護者へメールを用いて一斉に連絡するシステムです。重要な情報を迅速かつ確実
に伝えるために、区立学校・幼稚園へお子様が通われているご家庭はメールアドレスを登録してください。

■	メールアドレスの新規登録・再登録の方法
　学校・幼稚園から配布されている登録手順書に沿って行ってください。登録手順書を紛失した場合は、
学校・幼稚園から再度受け取ってください。

※登録・受信ができずお困りの場合　登録手順書に記載のコールセンターへお問い合わせください。

第二亀戸小学校ＰＴＡ 深川第四中学校ＰＴＡ

　小・中学校 PTA 連合会と区教育委員会は、PTA 活動を応援する
目的で、毎年 PTA 広報紙コンクールを行っています。新型コロナウ
イルス感染症の影響で開催自体が危ぶまれましたが、応募総数は小・
中学校合わせて 61 校と、今年も多くの PTA に参加していただきま
した。
　審査は、東京、毎日、読売、朝日、日本教育の新聞各社、小・中
学校校長会、小・中学校 PTA 連合会などの審査員によって行われ、
6 月 19 日（金）の審査会で入賞校が決定しました。61 校分すべて
の広報紙を読み込んだ審査員からは、「学校への情熱が伝わってき
た」、「読者の関心を引くように工夫されている」、「取材力が素晴ら
しい」など各 PTA 広報部員の意欲的な取組を評価する声が相次ぎま
した。結果、小・中学校ともわずかな点数の差で入賞が決まりました。
　入賞作品は区役所や総合区民センター等にて展示予定です。

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

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

問　地域教育課地域学習支援係　TEL（3647）9676　FAX（3647）9274

令和２年度　区立小中学校ＰＴＡ広報紙コンクール
入賞校・作品タイトル一覧

賞 タイトル ＰＴＡ

区長賞
おやがめ 第二亀戸小学校PTA

いずみ 深川第四中学校PTA

教育委員会賞
たいよう 浅間竪川小学校PTA

Kakehashi@ 有明 有明中学校 PTA

小Ｐ連会長賞 三砂小だより 第三砂町小学校PTA

中Ｐ連会長賞 深川三中 PTA 会報 深川第三中学校PTA

企画賞 あゆみ 第四砂町小学校PTA

審査員賞

sun sun Toyo 東陽小学校 PTA

ねっとわーく 毛利小学校 PTA

めたせこいあ 水神小学校 PTA

四大だより 第四大島小学校PTA

深川八中夢通信 深川第八中学校PTA

O.West 西中ＰＴＡだより 大島西中学校PTA

響き 第三亀戸中学校PTA

小・中学校ＰＴＡ 広報紙  コンクール 今年度の区長賞は
二亀小 と 深四中 に

江東図書館 戦争中、疎開先でのこどもたちの生活を知っていますか？

区立学校・幼稚園の緊急時一斉連絡システムへ登録を！
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【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、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

【新型コロナウイルス感染症対策補正予算について】
　新型コロナウイルス感染症から区民の安全・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、緊急的
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。

令和２年教育委員会開会予定

問　庶務課庶務係　TEL（3647）9170　FAX（5690）6911

『教師が伸びると　こどもも伸びる』
先生たちが自主的に学んでいる研修を紹介します。

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。

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。｢リーダー｣ は、授業
力に優れた教員が部員に対し指導・助言を行います。

研究開発委員会東京教師道場

〇就学前教育：夏井　史子（ちどり幼）

〈リーダー〉【２年目】
○数学：加藤 尚代（深四中）　○理科：山田 悠馬（有明小）

〈部　　員〉【２年目】
○国語：久能 幸恵 （越中島小）・望月 美香（三大小）
○算数：折口 慶行（南陽小）・柄原 晃一（五大小）
○理科：髙橋 渓（深八中）・北山 紗恵佳（大島中）
○社会：栁川 浩規（二砂中）　○体育：入来 祐有（扇橋小）
○特別の教科 道徳：土谷 英純（水神小）・立田 康徳（大島南央小）
※感染症拡大防止の観点から、１年目の部員は来年度から活動します。

〈部　　員〉【１年目】
○国語：完山 花澄（東陽小）   ○数学：内田 健次朗（二砂中）
○社会：伊志嶺 拓真（三大小）・市川 翔（二砂中）
○理科：小林 悠里子（五砂小）　○音楽：近藤 瞳（二大小）
○美術：山川 敏幸（深三中）　○体育：河原 直人（三砂小）　
○保健体育：金子 友也（二砂中）  
○総合的な学習の時間：三好 勝利（小名木川小）

【新教育長の就任について】
　前教育長岩佐哲男の退任に伴い、令和 2 年 4 月 1 日付で、本多
健一朗が新教育長に就任しました。
◇本多教育長のあいさつ◇
　今年度は、先のなかなか見えない新型コロナウイルス感染症対策
の中、主役であるこどもたちの姿がないという極めて異例な状況下
でのスタートとなりました。その中で、小学校・義務教育学校前期
課程における新学習指導要領の全面実施や、新たな教育振興基本計
画となる第 2 期教育推進プラン・江東の策定に取り組んでいます。
今後の５年間を見据えた計画の策定は、こどもたちが未来への扉を
開けていく重要な指針となります。
　学校・幼稚園と教育委員会がさらに円滑に連携を図り、ONE 
TEAM として心を一つにし、こどもたちのために教育を充実させる
ことができるよう、力いっぱい取り組んでまいりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

【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　　橋本　俊雄
　　委　　　　員　　進藤　　孝
　　委　　　　員　　眞貝裕利子
　　委　　　　員　　鈴木　清人

定例会 開会予定日時
第 8 回   8 月 21 日（金）12 時 30 分
第 9 回   9 月 11 日（金）10 時
第 10 回 10 月 23 日（金）10 時
第 11 回 11 月 13 日（金）10 時
第 12 回 12 月 25 日（金）10 時

教育委員会だより

自宅でのオンライン学習のために、インターネット環境がない家庭にタブレット端末等を貸与 2 億 7,835 万円
家庭学習の充実を図るため、全小中学生が利用可能なオンライン学習アプリを導入 2 億 2,440 万円
感染防止体制の強化のため、各校（園）に感染症対策用品を配備 3,522 万円
6 月 15 日から 19 日に実施した、牛乳と主食の「ヒトサラ給食」の食材料費を公費負担 1,487 万円
各校（園）に幼児・児童・生徒の連絡用に携帯電話を配備 841 万円
私立幼稚園等の安全な環境を整備するため、感染症対策経費の一部を補助 600 万円
児童・生徒や保護者に対するオンライン相談ができるよう、ICT 環境を整備 92 万円

6868-4059

 

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♪


