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めぐろ歴史資料館は開館10周年を迎えました

　めぐろ歴史資料館は、目黒区の歴史と文化についての資料の
収集、整理・保管・調査研究を行うとともに、常設展や企画展、
講座等を行っています。今年の夏休みには、小・中学生を対象に、
はにわ作り、勾玉（まがたま）作りのワークショップを行いました。
　また、今年度は開館10周年を記念して、春は「目黒のタケノ
コ」、秋は「目黒の産業」をテーマにした特別展を開催しています。
　これからも、目黒の歴史と文化に親しんでいただける展示・イ
ベントを企画していきます。

＊８ページに特別展展示解説のご案内があります。

問 教育政策課　03-5722-9432

教育施策説明会においでください
　教育委員会の主な取り組みについて、区民の皆
様のご理解とご協力をいただけるよう、春と秋に
教育施策説明会を開催しています。
【開催日時】
平成３０年１１月１８日㈰・１２月１日㈯
午前１０時から１２時まで

【会　　場】目黒区総合庁舎 ２階 大会議室
【内　　容】教育委員会の主な取り組みなど
※両日とも内容は同じです。
※参加ご希望のかたは、当日会場においでください。
※手話通訳があります。

第十中学校の標準服が新しくなります
　新標準服は、清楚で品の良さが感じられ、ズボンと
スカートは昼夜柄（日光の当たり具合によって色が若干
変化して見えるもの）です。リボンは第十中学校オリジ
ナルで、水色のアクセントが効いています。動きやすく
手入れもしやすく、成長に合わせて体型変化に対応で
きる等、機能性も優れています。

問 めぐろ歴史資料館　03-3715-3571

めぐろ歴史資料館特別展
　　　　　　　　展示解説のご案内
【開催日時】
平成３０年１１月２４日㈯・１２月８日㈯
午後２時から２時３０分まで

【会　　場】めぐろ歴史資料館　企画展示室
※参加ご希望のかたは、当日会場においでください。

目黒区は、平成２９年度から、友好都市である中国北京市東城区及び友好交流覚書を取り交わした韓国ソウ
ル特別市中浪区と、中学生によるバスケットボール大会等の三区間交流事業を行っています。

平成３０年度は、７月２４日（火）から２７日（金）までの４日間、目黒区立中央体育館を主な会場として交流
事業が行われました。目黒区の代表として、全区立中学校と多摩大学目黒中学校の第２学年のバスケットボー
ル部生徒から選抜された男子１２名、女子１９名が交流事業に参加しました。

目黒区、東城区、中浪区男子の試合、目黒区女子同士の試合、男子と女子の混成チームによる交流（フリ
ースロー）や日本の伝統文化である茶道体験、区立中学校訪問（学校施設・部活動見学、剣道体験）などを
行いました。

日頃部活動で取り組んでいるバスケットボールでの交流試合などをとおして、より早く打ち解け合い、互い
の文化を理解する４日間になりました。

本事業については、次年度以降も継続して開催していくことが三区で確認されました。

平成３０年度　目黒区・東城区・中浪区との
三区間交流事業を行いました 問 教育指導課　03-5722-9312

「スポーツは、世界の人々をつなげるのだということを実感した」「仲間の大切さに気付き、自分に自信
がもてた。外国人と英語で話し、交流もできたのでとても良い経験になった」「東城区、中浪区の選手た
ちはとても親しみやすく、優しかった。ぜひ機会があればまた会いたい」など。

参加した

生徒の声
参加した

生徒の声

問 教育政策課  03-5722-9432平成３１年度新入生から
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●小学校教科書
　小・中学校で使用する教科書は、法令により４年
に一度のサイクルで選びなおすことになっています。
　平成３０年度は平成３１年度から小学校で使用する
教科書を採択＊ する年度ですが、平成３２年度からは
新学習指導要領に沿った新しい教科書を使用するこ
ととなります。
　そのため、今年度は、教育委員会での協議ののち、
第３０回教育委員会定例会（８月２１日）において、小
学校で平成３１年度の１年間のみ使用する教科書を表
のとおり採択しました。

●中学校「特別の教科 道徳」の教科書
　平成３１年度から「特別の教科 道徳」として中学
校の道徳が教科化され、授業で教科書が使われます。
これに伴い、教育委員会での協議ののち、第２９回
教育委員会定例会（８月７日）において、中学校で
平成３１年度から使用する「特別の教科 道徳」の教
科書を表のとおり採択しました。
　なお、中学校のその
他の種目については、
平成３１年度まで現在
使用している教科書を
引き続き使用します。

　学校給食を活用した食育を推進するため、各小・
中学校で日本の伝統行事にちなんだ行事食や各地の
郷土料理、国際理解を深めるための世界の料理など
を献立に取り入れた「特別給食」を実施しています。
　今年度は、新たに友好都市となった金沢市の郷土
料理を取り入れました。金沢市教育委員会からレシ
ピを取り寄せ、各校の栄養士等が研究し献立を作成
しました。

「特別給食」を実施しています 問 学校運営課　03-5722-9306

平成３１年度に使用する小学校教科書・
平成３１年度から使用する中学校「特別の教科 道徳」の教科書が決まりました

※「教科書の採択」とは、学校で使用する教科書を、文部科学大臣が作成した教科書目録に登載された教科書の中から選んで決定すること。

　今回、協議の対象となった教科書の見本は、めぐろ学校サポートセンター２階の教科書センターで閲覧することが
できます。【月～土曜日 （年末年始・祝日を除く） 午前９時から午後５時】

問 教育指導課　03-5722-9312

種目 発行者
国語
書写
社会
地図
算数
理科
生活
音楽

図画工作
保健体育

家庭
道徳

光村図書出版株式会社
光村図書出版株式会社
教育出版株式会社
株式会社帝国書院
学校図書株式会社
東京書籍株式会社
教育出版株式会社
株式会社教育芸術社
日本文教出版株式会社
東京書籍株式会社
東京書籍株式会社
東京書籍株式会社

種目 採択理由発行者
　生徒の発達段階を踏まえた題材で
あり、生徒が興味・関心をもって読む
ことができる内容となっている。また、
教員にとっても教えやすく、使いやす
い工夫がなされている。教材の配列に
ついても発達段階に応じて系統的に
理解を深めることができる。さらに、
言語活動を充実させる発問等により、
主体的に学習に取り組む態度をはぐく
むことができ、思考力・判断力・表現力
を育成する工夫がなされている。

道徳 東京書籍株式会社

給食の時間には、栄養教諭から食育の話をします。

五本木小学校
金沢市の郷土料理　加賀野菜の紹介

かぼちゃの炊き込みご飯、治部煮
金時草（きんじそう）のおひたし、金時草のゼリー

平
均
正
答
率（
％
）

　平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果の概要をお知らせします。調査問題・結果等については国立教育政策
研究所のウェブページ（http://www.nier.go.jp/）でもご覧になれます。

※平均正答率……国語Ａ、国語Ｂ、算数・数学Ａ、算数・数学Ｂごとの平均正答率は、
それぞれの平均正答数を設問数で割った値の百分率（概数）

問 教育指導課　03-5722-9313

■対　象／小学校第６学年、中学校第３学年
■日　時／平成３０年４月１７日㈫
■事　項／１　教科に関する調査
　　　　　　　⑴ 主として「知識」に関する問題 …… 「国語Ａ」「算数・数学Ａ」
　　　　　　　⑵ 主として「活用」に関する問題 …… 「国語Ｂ」「算数・数学Ｂ」
　　　　　　　⑶ 「理科」
　　　　　２　質問紙調査（学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査）

調
査
概
要

教科に関する調査結果

質問紙調査結果の一部 （「自分で考え、自分から取り組むこと」に関する調査結果）
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■目黒区　■東京都（公立）　■全国（公立）

■①当てはまる　■②どちらかといえば、当てはまる　■③どちらかといえば、当てはまらない
■④当てはまらない

中学校の平均正答率

小学校の質問
　5年生までに受けた授業では、
課題解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいたと思いますか。

中学校の質問
　1・2年生のときに受けた授業では、
課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいたと思いま
すか。

目黒区

東京都

全国

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26.3 47.5 20.8 5.3

25.3 47.1 21.4 6.0

28.3 44.3 20.5 6.9

目黒区

東京都

全国

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29.1 47.6 19.0 4.2

29.1 46.8 19.3 4.6

35.9 44.0 16.2 3.6

　調査結果を踏まえ、さらなる学力の向上を目指し、子どもたちが学ぶことに興味や関心をもち、毎時間、見通しを
もって粘り強く取り組むとともに、自分の学習をまとめ振り返り、次の学習につなげる「主体的な学び」となるように、
授業改善を図っていきます。

「自分で考え、自分から取り組むこと」に関する質問紙調査では、「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」
と回答した目黒区の児童の割合は７９.９％、生徒の割合は７２.６％となり、小学校は、全国、東京都より上回っています。
中学校は、東京都より若干上回っていますが、全国より下回っています。

　目黒区の平均正答率は、小・中学校ともに、調査した全教科において、全国平均・東京都平均を上回りました。
特に小学校の算数Ａと算数Ｂについては、全国平均を１０.５ポイント、東京都平均を７ポイント上回っています。しかし、
今まで学習したことを用いて考えたり、自分の考えを説明したりする設問の正答率は、知識を問う設問に比べ、やや
低い傾向となりました。
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●授業時数と授業コマ数の確保
　午前中に５単位時間分の授業を
行うため授業時数の確保につなが
ります。週時程を変更すること
なく授業時数増となる新学習指導
要領に対応できます。

●長時間学習の活用
　短時間学習と6校時を
続けた長時間学習を活
用し、実験を行って結
果を考察・発表するなど、
主体的・対話的で深い
学びの実現を目指した
授業をしています。思
考力・判断力・表現力
等の育成に効果的です。

生み出した放課後のゆとり時間

●個別指導の充実
　授業で分からなかったと
ころや苦手な学習を先生に
個 別 に 教 え て もらったり、
学校生活について先生と話を
したりしています。

●自由時間の拡大
　友達とランドセルひろばで
たくさん体を動かして遊ぶ
ことができます。放課後、習い
事があっても遊ぶ時間がある
と好評です。

●研修、学年会の充実
　教員同士が話し合い、子ど
もにとって楽しい・分かる
授業の工夫をしています。

児
童

教
員

集中力の高い午前中に行う５単位時間の授業

基礎的・基本的な知識
・技能の定着を図る「短時間学習」

学習の質を高める「長時間学習」

めぐろ学校サポートセンターでは、平成２４年１２月から、長期欠席状態にある児童・生徒を対象に、eラー
ニング＊ を活用した学習支援を行っています。eラーニングを活用することで、学習の遅れを取り戻したり、復
習したりすることができます。

また、学力の定着を図り、学業の不振による不登校を未然に防止することを目的として、平成２９年度に中学
校１校でモデル事業を実施し、今年度からは、すべての中学校で「eラーニングシステムによる学習支援事業」を
始めました。希望する生徒は、各中学校で申し込み、学校及び自宅でeラーニングを利用できます。

教育委員会では、各小・中学校の創意あふれる学校づくりを進めています。目黒区の特色として実施してい
る二期制や夏季休業期間の短縮に先立って導入されたのが午前５時間制です。導入から１７年目を迎えた現在で
は、７つの小学校（中目黒小学校、駒場小学校、月光原小学校、烏森小学校、向原小学校、原町小学校、中
根小学校）に広がっています。午前５時間制は、一単位時間を４０分間とし、午前中に集中して学習することを
通して学力の定着を図り、午後の時間に余裕を生み出し、各校の実態に合わせて活用することを特長としてい
ます。

平成２９・３０年度の２年間、文部科学省による調査研究の委託を受け、午前５時間制の有用性について研究
しています。

※「ｅラーニング」とは、コンピュータ、インターネットなどのコンピュータネットワーク等の情報技術を利用して行う学習のこと。

eラーニングを活用した学習支援事業を行っています
問 教育支援課　03-5722-9473

教育委員会では、目黒区特別支援教育推進計画（第三
次）に沿って、障害のある子もない子もいきいきと学ぶ
環境の整備を進め、「多様な学びの場と共に学ぶ場の充
実」を図っています。

小学校は平成２５年度から、中学校は平成２８年度から、
全校の特別支援教室で、巡回指導教員が指導を行って
います。

巡回指導教員は、在籍学級での児童・生徒の様子を見
たり、担任と連携したりしながら一人ひとりの教育的ニー
ズに応じた指導を行っています。これにより、特別支援教
室での指導が在籍学級でも生かされ、さらに充実した支
援が行えるようになりました。

在籍校の教員、児童・生徒、保護者等の発達障害教育
への理解が深まり、利用する児童・生徒がグラフのとお
り年々増加しています。

今後も、児童・生徒が一人ひとりの教育的ニーズに応
じた適切な指導・支援を受けられるように、理解啓発を
進めていきます。

特別支援教室の利用状況をお知らせします
問 教育支援課　03-5722-9473

１．小・中学校全教科（道徳・小学校外国語科
を除く）の学習に、自分のペースで取り組
むことができます。

２．苦手なところ、分からないところを学校の
先生と共有することができます。

３．全国の高校入試の参考問題に取り組むこと
ができます。

eラーニングシステムによる学習支援事業の特徴

学校で申し込み

学校で

自宅で

※コンピューター室等

目黒区では　　　　　　　 を導入しています午前5時間制
問 教育指導課　03-5722-9313

朝の会

8：10～8：15

8：35～9：15

9：20～10：00

10：05～10：45

11：05～11：45

11：50～12：30

8：15～8：25
8：25～8：35

9：15～9：20

10：00～10：05

10：45～11：05

11：45～11：50

12：30～13：15

１校時

６校時

掃除
昼休み

帰りの会・
下校

短時間学習
（昼帯学習タイム）

２校時

３校時

４校時

５校時

休み

休み

休み

休み

給食

朝会
・
朝読書

15：00～

●短時間学習の活用
　国語科や算数科の
授業では、短時間学習

（昼帯学習タイム）を
活用し、基礎的・基本
的な知識・技能の定着
を図っています。

学
び
の
午
前

活
動
の
午
後

●生活習慣の確立
　午前５時間制は、早寝・早起き・
朝ごはんを習慣化させることが
できます。実施校の９５％の児童
が、給食の時間が少し遅くなる
ことを考慮し、朝ご飯をしっかり
食べてきています。

目黒区立小学校の午前５時間制の魅力目黒区立小学校の午前５時間制の魅力

■小学校特別支援教室利用児童数の推移

■中学校特別支援教室利用生徒数の推移
※生徒数は５月１日現在
　（28年度は29年3月末現在）
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　大鳥中学校は、旧第三・第四中学校両校の良き伝統を引き
継ぎ、開校から４年目ではありますが、しっかりとした年輪
を重ね、太い幹へと成長しつつあります。地域の皆様にはい
つも本校の教育活動を温かく見守っていただき、感謝の思い
でいっぱいです。
　本校の特色の一つである英語教育重点校としての英語教育
も、日を追うごとに形になってきました。
今年度から年に５回、「イングリッシュウィーク」を実施しています。ＤＶＤを活用しての英会話の練習、イングリッ
シュストリートでのＡＬＴの先生との英会話の練習などを行い、学校生活の中で英語に親しむ試みです。
　また、今年度から、１年生対象の「イングリッシュサマースクール」のカリキュラムを、来年の「イングリッシュキャ

ンプ」につながる内容へ変更しました。このサマースクールには、１年生
の半分近くが参加し、みな大変熱心に取り組んでいました。来年のキャン
プは、さらに充実したものとなることでしょう。
　２年生対象の「イングリッシュキャンプ」も、開校前年に旧第三・第四
中学校の生徒を対象として行った交流事業も含め今年で５回目となりまし
た。毎年、工夫や改善を重ね、素晴らしい行事として定着しつつあります。
参加生徒を支えてくださった保護者の皆様、熱心なALTの先生、サポート
してくださったスタッフの皆さんのご協力の賜物です。
　毎日の学校生活と様々な行事を通して英語に慣れ、そこで培った力が、
子どもたちの夢の実現につながることと信じ、日々教育活動を推し進めて
いきたいと思っています。

Dreams Come True

自分も相手も大切にする児童の育成を目指して

め
学 校 の 特 色 あ る 授 業 や 取 り 組 み

ぐ ろ 学 校 教 育の
問 教育政策課　03-5722-9432

大鳥中学校

宮前小学校

　宮前小学校は、平成28・29年度、東京都教育委員会の人権尊重教育
推進校として、「自分も相手も大切にする児童の育成」を目指し、教育
活動を行ってきました。
　各教科や特別活動等を通じて、児童の発達段階に応じた人権教育を
推進しました。児童同士の関わりがもてる学習活動を設定することで、
自分の考えを相手に分かりやすく伝える工夫をして話したり、相手の
考えを共感的に受け止めたりするなど、自分も相手も大切にする意識
を高めることができました。
　校内のあらゆる場所で児童同士の思いやりの声掛けを聞くことがで
きます。登校時や異年齢集団活動の時には、高学年の児童は自主的に低学年の児童を見守っています。校庭や校内
の交流スペース（ぽかぽかスペース）では、日常的に異学年の児童たちが遊ぶ姿が見られます。
　あいさつ当番の活動では、異学年の児童がペアとなって当番を決め、登校時校門に立ち、児童や地域の方に元気

にあいさつをしています。本校の卒業生である第十中学校の生徒が年２回、宮前小
学校の正門であいさつ当番を行う取り組みも行っています。制服を着た卒業生が
訪れると児童たちはあいさつの声が大きくなり、歓迎していることが伝わりほほえ
ましい光景です。
　本年度、開校60周年を迎えました。これからも、保護者や地域の方とともに「明
るい学校　楽しい学校　笑顔あふれる学校」「子どもたちが生き生きと過ごせる学
校」を目指し、「心ゆたかで明るい子」を育てていきます。

東京都が開設した「『英語で学ぶ』体験型英語学習施設『TOKYO GLOBAL GATEWAY』」を利用したイ
ングリッシュ・デイ・キャンプを、夏季休業期間中に実施しました。

少人数でイングリッシュスピーカーとの英語によるコミュニケーションを経験することで、英語の学習に対す
る意欲と能力の向上及び異文化理解を深めることができました。

イングリッシュ・デイ・キャンプを実施しました
問 教育指導課　03-5722-9312

「英語を自ら話すことに対して、恐怖心がな
くなった」「英語で話すのが好きになった」
「もっとたくさんの単語を覚え、もっと楽し
く外国人と話せるようになりたい」「困って
いる外国人がいたら英語で助けてあげた
い」など。

参加した

生徒の声
参加した

生徒の声

日本の伝統・文化に対する理解を深める教育の一環として、平成３０年度から華道体験教室を小学校３校で
実施しています。

華道体験教室を実施しています 問 教育指導課　03-5722-9312

　第１回目の体験教室では、講師から華道の成り立ち
や歴史についての話を聞いた後に、実際に華道体験
を行いました。
　華道を通じておもてなしの心を学び、日本の伝統や
文化に触れることができ、子どもたちにとって貴重
な経験となりました。

■対　象／中学校生徒（主に第２学年）
■日　時／７月２５日～８月１日

（７月２７日～２９日を除く）
※１日コース（１日単位の参加）とし、５日間
（５回）実施

■内　容／イングリッシュスピーカーが案内役（エー
ジェント）となり、グループで話し合いな
がらニュース番組を作ったり、東京の魅
力を紹介したりするプログラムを実施

実施の概要

■対　象／中目黒小学校・駒場小学校・不動小学校
の第６学年

■回　数／年３回実施・１回あたり２時間（校時）
■内　容／１回目　華道の基礎・歴史・華道体験
　　　　　２回目　礼儀作法・華道体験　　　
　　　　　３回目　華道体験

実施の概要

●校内にある「イングリッシュストリート」

●１年イングリッシュサマースクール

●休み時間の「みの森」

●ぽかぽかスペース

●２年イングリッシュキャンプ
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夏休みワークショップ（はにわ作り）

開館１０周年特別展「目黒の産業ことはじめ」
９／２９（土）～１２／９（日）開催中

常設展示「大昔の目黒」

編集
発行目黒区教育委員会編集
発行目黒区教育委員会 平成30年11月15日発行

〒153-8573 目黒区上目黒２-１９-１５  TEL 03-5722-9432
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/
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めぐろ歴史資料館は開館10周年を迎えました

　めぐろ歴史資料館は、目黒区の歴史と文化についての資料の
収集、整理・保管・調査研究を行うとともに、常設展や企画展、
講座等を行っています。今年の夏休みには、小・中学生を対象に、
はにわ作り、勾玉（まがたま）作りのワークショップを行いました。
　また、今年度は開館10周年を記念して、春は「目黒のタケノ
コ」、秋は「目黒の産業」をテーマにした特別展を開催しています。
　これからも、目黒の歴史と文化に親しんでいただける展示・イ
ベントを企画していきます。

＊８ページに特別展展示解説のご案内があります。

問 教育政策課　03-5722-9432

教育施策説明会においでください
　教育委員会の主な取り組みについて、区民の皆
様のご理解とご協力をいただけるよう、春と秋に
教育施策説明会を開催しています。
【開催日時】
平成３０年１１月１８日㈰・１２月１日㈯
午前１０時から１２時まで

【会　　場】目黒区総合庁舎 ２階 大会議室
【内　　容】教育委員会の主な取り組みなど
※両日とも内容は同じです。
※参加ご希望のかたは、当日会場においでください。
※手話通訳があります。

第十中学校の標準服が新しくなります
　新標準服は、清楚で品の良さが感じられ、ズボンと
スカートは昼夜柄（日光の当たり具合によって色が若干
変化して見えるもの）です。リボンは第十中学校オリジ
ナルで、水色のアクセントが効いています。動きやすく
手入れもしやすく、成長に合わせて体型変化に対応で
きる等、機能性も優れています。

問 めぐろ歴史資料館　03-3715-3571

めぐろ歴史資料館特別展
　　　　　　　　展示解説のご案内
【開催日時】
平成３０年１１月２４日㈯・１２月８日㈯
午後２時から２時３０分まで

【会　　場】めぐろ歴史資料館　企画展示室
※参加ご希望のかたは、当日会場においでください。

目黒区は、平成２９年度から、友好都市である中国北京市東城区及び友好交流覚書を取り交わした韓国ソウ
ル特別市中浪区と、中学生によるバスケットボール大会等の三区間交流事業を行っています。

平成３０年度は、７月２４日（火）から２７日（金）までの４日間、目黒区立中央体育館を主な会場として交流
事業が行われました。目黒区の代表として、全区立中学校と多摩大学目黒中学校の第２学年のバスケットボー
ル部生徒から選抜された男子１２名、女子１９名が交流事業に参加しました。

目黒区、東城区、中浪区男子の試合、目黒区女子同士の試合、男子と女子の混成チームによる交流（フリ
ースロー）や日本の伝統文化である茶道体験、区立中学校訪問（学校施設・部活動見学、剣道体験）などを
行いました。

日頃部活動で取り組んでいるバスケットボールでの交流試合などをとおして、より早く打ち解け合い、互い
の文化を理解する４日間になりました。

本事業については、次年度以降も継続して開催していくことが三区で確認されました。

平成３０年度　目黒区・東城区・中浪区との
三区間交流事業を行いました 問 教育指導課　03-5722-9312

「スポーツは、世界の人々をつなげるのだということを実感した」「仲間の大切さに気付き、自分に自信
がもてた。外国人と英語で話し、交流もできたのでとても良い経験になった」「東城区、中浪区の選手た
ちはとても親しみやすく、優しかった。ぜひ機会があればまた会いたい」など。

参加した

生徒の声
参加した

生徒の声

問 教育政策課  03-5722-9432平成３１年度新入生から
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