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「音楽とおはなし会」
～八雲中央図書館と東京音楽大学のコラボレーション～

　令和元年５月15日（水）、未就学児を対象に中目黒ＧＴプラザホールで開催しました。
　本年4月に区内に新キャンパスが開校した東京音楽大学の学生による楽器の生演奏に合わせ、「ちいさなくれ
よん」「11ぴきのねこ」などの絵本をプロジェクターでスクリーンに拡大投影し、学生と図書館職員で読み聞か
せを行いました。楽器紹介やみんなで歌う「ドレミのうた」など、日頃のおはなし会とは一味違ったプログラムを、
子どもたちも楽しんでいる様子でした。 問 八雲中央図書館　03-5701-2795

教育施策説明会においでください教育施策説明会においでください

【開催日時】 令和元年11月23日（土・祝）・11月30日（土） 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組など

問 教育政策課　03-5722-9432

＊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。

教育長の就任について教育長の就任について 問 教育政策課　03-5722-9300

　「地域に学び、地域に生かす」ことを広めるため、
生涯学習フォーラム『つなげよう、広げよう　あなたの活動』
を実施します。

問 生涯学習課 03-5722-9318

生涯学習フォーラムにおいでください

【開催日時】　令和２年２月11日（火・祝）　午後２時から４時30分まで
【会　　場】　目黒区総合庁舎 ２階 大会議室
【内　　容】　生島ヒロシ氏による講演（テーマ『いつまでも若く生きる秘訣』）、

学んだことを地域に生かして活動している団体の活動内容発表、
生涯学習に関する相談コーナーなど

【定　　員】　150人
＊参加ご希望のかたは、当日会場においでください。 フリーアナウンサー 生島ヒロシ氏

　めぐろ歴史資料館の屋外展示場には、目黒不動尊の門前にあった料亭「大
黒家」の由緒が刻まれた石碑、五本木通りで往来の安全を見守ってきた馬頭
観音など、江戸時代から近代にかけての石造文化財が20点展示されています。
　長年の風雨にさらされ、劣化、破損が見られたため、今回、由緒碑、馬頭観
音、五輪塔、力石の４点を保存修復しました。
　これからも目黒の歴史を語り継いでくれる石造文化財を、ぜひご覧ください。

問 めぐろ歴史資料館 03-3715-3571

目黒区の石造文化財目黒区の石造文化財
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黄色の案内看板

　五輪塔修復作業の様子。
石の間を石の粉を混ぜた接
着剤で詰めています。

修復完了した五輪塔（左）と力石（右）。

　今、区立の34の小・中学校、幼稚園、こども園では、１万２千人を超える児童・生徒・幼児が学んでいます。次
代を担う子どもたちが、知・徳・体のバランスのとれた豊かな人間性をはぐくむことができるよう、学校・保護者・
地域と手を携えて、魅力と活力にあふれ、信頼される学校づくりに取り組んでまいります。また、人生100年時
代の生涯学習のあり方を考え、めぐろの歴史と文化を大切にする教育委員会であり続けたいと思います。その
取組に向けて、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

教育委員会の主な取組について、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。

　令和元年９月30日付で任期が満了した尾﨑富雄氏の後任として、10月１日付で関根義孝氏が区長から教育長に任命されまし
た。任期は令和４年９月30日までです。

所 在 地　目黒区中目黒３－６－10
開館時間　午前９時30分から午後５時
休 館 日　月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は

火曜日）、12月29日から１月３日

■ごあいさつ
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●小学校
　新学習指導要領に沿った新しい教科書を採択しました。
採択した教科書は、令和２年度から令和５年度までの４年
間使用します。

●中学校
　中学校では令和３年度から新学習指導要領に沿った新
しい教科書を使用するため、令和２年度も現在の教科書
を使用します。

　教育委員会では、障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けて、一人ひとりのもつ能力や可能性を最大限
に伸ばす教育の推進を目指し、平成19年３月に「目黒区特別支援教育推進計画」を策定しました。その後、平成
22年３月に第二次、平成27年３月には第三次と改定し、特別支援教育の推進に努めてきました。
　第三次の計画期間は令和元年度末で終了します。全ての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮しつつ、一人
ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細やかな特別支援教育をさらに充実させるため、「目黒区特別支援教育推進計
画」を改定します。令和元年12月2日まで改定素案に対するパブ
リックコメントを実施し、寄せられたご意見について検討した結果を
改定案に盛り込む予定です。
　なお、新しい計画は、令和２年３月に公表する予定です。

目黒区特別支援教育推進計画を改定します
問 教育支援課　03-5722-9322

令和２年度から使用する小学校教科書・
令和２年度に使用する中学校教科書が決まりました

　採択にあたって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

社会

算数

理科

生活

音楽

図画工作

家庭

体育（保健）

外国語（英語）

道徳

国語

書写

社会

地図

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

東京書籍株式会社

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

開隆堂出版株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

平
均
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　平成31（令和元）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、算数・数学、英語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31年４月18日（木）
■事　項／１　教科に関する調査
　　　　　　　小学校 …… 「国語」「算数」
　　　　　　　中学校 …… 「国語」「数学」「英語」
　　　　　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 （「自分の考えをしっかり伝えること」に関する調査結果）
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小学校の平均正答率
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■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、自
分の考えを発表する機会では、自
分の考えがうまく伝わるよう、資
料や文章、話の組立てなどを工
夫して発表していたと思いますか。

中学校の質問
　１、２年生のときに受けた授業で、
自分の考えを発表する機会では、
自分の考えがうまく伝わるよう、資
料や文章、話の組立てなどを工夫
して発表していたと思いますか。

目黒区

東京都

全国
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目黒区

東京都

全国
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24.7 37.8 27.5 9.7

26.3 37.9 26.3 9.1

34.0 36.2 22.4 6.8

18.1 37.7 32.4 11.6

19.2 39.4 30.7 10.5

26.7 37.4 26.6 9.3

　調査結果を踏まえ、根拠を明確にして自分の考えを書く活動や、互いの発言を検討して自分の考えを広げる話し合
いの活動の充実を図るなどの授業の工夫・改善を行っていきます。

「自分の考えをしっかり伝えること」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70.2％、生徒の割合は64.1％となり、東京都、全国より上回っています。また、「当てはまる」「ど
ちらかといえば、当てはまる」に回答した児童・生徒の「教科に関する調査」における平均正答率は、他の選択肢に回答し
た児童・生徒と比べて高い傾向が見受けられます。

　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、東京都平均・全国平均を上回りました。
特に小学校の国語については、東京都の平均正答率を７ポイント、全国の平均正答率を8.2ポイント上回っています。
着実な学習成果がみてとれます。

１

2

国語 算数 国語 数学 英語

72.0 74.0
70.0

66.6

77.0
74.0 72.8

65.0
62.0

59.8
63.0

59.0
56.0

65.0 63.8

種目 発行者

国語

社会

音楽

技術･家庭

数学

理科

美術

保健体育

外国語（英語）

道徳

一般

器楽合奏

技術

家庭

国語

書写

地理

歴史

公民

地図

光村図書出版株式会社

光村図書出版株式会社

株式会社帝国書院

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社

株式会社帝国書院

株式会社新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館

株式会社教育芸術社

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

開隆堂出版株式会社

開隆堂出版株式会社

株式会社三省堂

東京書籍株式会社

　今回小学校で初めて採択さ
れた外国語（英語）の教科書。
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小学校は、令和2年度から、中学校は、令和3年度から新しい学習指導要領に基づく授業が始まります。
新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の視点にたった授業改善が必要です。生涯にわたって能動的

（アクティブ）に学び続けようとする力が授業ではぐくまれるよう、教職員は、教材研究を重ね、よりよい授業づくりを
目指しています。 問 教育政策課　03-5722-9432

令和2年度　　　、3年度
新学習指導要領が全面実施されます

新たな教育内容のねらい

言語能力の育成
　学習の基盤としての各教科等における言語活動が重視されています。
言語活動は、思考力･判断力･表現力を培う基盤となるので、言語活動を
しっかりと指導することが必要です。

理数教育の充実
　日常生活から問題を見出す活動を取り入れ、観察・実験による学びの充実
を図ることが求められています。今回の改訂では、「何ができるようになる
か」という言葉に代表されるように、学校外の生活においても理数の知識･
技能が活用できる能力･態度を育成します。

外国語教育の充実
　小学校中学年における外国語活動と高学年における外国語科が導入され
ます。中学年では、聞くこと、話すことにより、外国語に慣れ親しむこと、高学
年では、これに読むこと、書くことが加わり、実際のコミュニケーションにおい
て活用できる基礎的な技能、コミュニケーションを図ろうとする態度を身に
付けることがねらいとなっています。目黒区では、低学年も英語活動を年間１
５時間実施しています。

プログラミング教育
　プログラミング教育とは、コンピュータを活用した学習活動です。さまざま
な教科と関連させて「プログラミング的思考」の育成を図ることをねらいとし
ています。小学校への導入に先立ち東京都プログラミング教育推進校とし
て指定を受けている向原小学校が、12月に研究の成果を発表します。その
教育内容･授業をモデルとして、区立各小・中学校でプログラミング教育を実
施していきます。

道徳教育の充実
　教科書を使用した授業になります。楽しく考え、議論する道徳の授業で
す。教育内容では、「あいさつなどの基本的生活習慣を身に付けること」「善
悪判断により社会生活の決まりを守ること」「協力して集団生活を充実させ
ること」等を重点化しています。

重視される防災安全教育
　東日本大震災以降、台風などの自然災害による被害が各地で発生してい
ます。通園・通学の幼児・児童・生徒が巻き込まれる事故等が発生するなど、
安全･安心の重要性が再認識されています。新学習指導要領では、防災安
全教育が重視されています。自助、共助、公助そして互助の視点からの教
育です。その基礎となる「いかなる状況下でも自らの生命を守り抜く自助」
の意識を育てるよう防災安全教育を進めます。

　よりよい学校教育の実現に向けて、教職員が子どもたちと向き合い、教育活動に一層専念できる環境を整えるため、皆様のご協力をお願いします。 ８月26日から運用を開始しています。
学校（園）へのご連絡は、学校の勤務時間内にお願いします。

12月26日（木）から１月７日（火）までの期間で、幼稚園
及び小・中学校で可能な限り試行実施します。

学校（園）の働き方改革を進めています 留守番電話の設置 冬季休業期間中の教育活動停止日の実施問 教育政策課　03-5722-9432

小学校 中学校

　友達のスピーチを聞いて考え、質問をしています。
　他者とのコミュニケーションの力がはぐくまれるよ
う工夫した授業をしています。

　常時校内掲示板には詩や文学作
品などを掲示しています。

　夏の空に見られる星の明るさや色について、実際
に観察したことを基に話し合っています。

　ヘチマとアサガオの花粉を顕微
鏡で観察しています。
　200倍の世界に大きな歓声が上
がっていました。

　相手が持つカードにある数字を当てるゲー
ムをとおして、数の言葉に慣れ親しんでいます。

　ペア学習でコミュニケーションを深めてい
ます。先生はアドバイスをしています。

　コンピュータを使用した算数の授業です。論理的
思考や問題解決能力をはぐくみます。

　友達と話し合い、問題の解決に向
けて試行錯誤しています。

　教材文を読んだ後、個人で考え、班ごとに話
し合い、意見をホワイトボードに書いています。

　授業の最後に全体で話し合い、互いの意見
を共有しています。

AEDを用いて、心肺蘇生を行う訓練です。
　中学生は教育委員会から貸与されたヘ
ルメットを使った訓練を行っています。
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目黒区立学校では、友好 都市である角田市、気仙沼市、金沢市の各市立学校と学校間で交流を行っています。
目黒の子どもたちと各 友好都市の子どもたちとの交流の様子をお伝えします。友好都市の学校との交流

角田市
　宮城県角田市での自然宿泊
体験教室は休止となっていま
すが、学校間交流は続けられ
ています。角田市公式キャラクター

「牟宇姫」

気仙沼市
　駒場小学校・東山中学校は、
宮城県気仙沼市で自然宿泊体
験教室を実施し、同市立大島
小学校・大島中学校と交流して
います。

気仙沼市観光キャラクター

「海の子 ホヤぼーや」

金沢市
　上目黒小学校と中根小学校
は、今年度から石川県金沢市
で自然宿泊体験教室を実施し
ています。金沢市ロゴマーク

月光原小学校 ⇔角田市立西根小学校

上目黒小学校 ⇔ 金沢市立馬場小学校

下目黒小学校 ⇔ 角田市立枝野小学校緑ヶ丘小学校 ⇔ 角田市立北郷小学校

中根小学校 ⇔ 金沢市立杜の里小学校

　中根小学校６年生が金沢の街を班ごとにオリエンテー
リングしました。杜の里小学校６年生が、各場所で丁寧に
ガイドしてくれました。

　毎年、北郷小学校６年生を迎えて交流会を行っていま
す。角田市での体験活動の思い出を歌詞にした緑ヶ丘小
学校オリジナルの歌を歌ってプレゼントしています。

　毎年、西根小学校５年生を迎えて「交流in目黒」を行っ
ています。全校児童が参加する学校交流会のほか、５年生
同士で給食を食べたり、グループで目黒区探検をしたりし
て交流を深めています。

　下目黒小学校の希望する児童が枝野小学校を訪問し
ます。
　今年は両校の児童が一緒に田植えなどの体験活動を行
いました。

駒場小学校 ⇔ 気仙沼市立大島小学校

　上目黒小学校６年生は、馬場小学校６年生と一緒に金沢
卯辰山のハイキングコースを歩きました。
　蒸し暑い日でしたがみんなで声を掛け合いながら楽し
く歩きました。

　震災の日に大島小学校の校
長でいらした先生から、その日
のお話を伺っています。

　気仙沼では太鼓がとても盛んです。震災で太鼓は流さ
れてしまいましたが、多くの人の寄付によりまた太鼓を購
入することができました。
　気仙沼の皆さんに教えていただき、一緒に太鼓をたた
きました。

東山中学校 ⇔ 気仙沼市立大島中学校

　東山中学校の１年生が大島中学校を訪問しました。今
年は一緒に大島ソーランを踊りました。

　毎年、東日本大震災で亡くな
られた方々へ追悼の献花を
行っています。

　金沢と言えば金箔。最終日
に、伝統工芸館で金箔体験をし
ました。

　杜の里小学校の６年生へ目
黒のプレゼンテーションをして
います。

問 教育政策課　03-5722-9432
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「音楽とおはなし会」
～八雲中央図書館と東京音楽大学のコラボレーション～

　令和元年５月15日（水）、未就学児を対象に中目黒ＧＴプラザホールで開催しました。
　本年4月に区内に新キャンパスが開校した東京音楽大学の学生による楽器の生演奏に合わせ、「ちいさなくれ
よん」「11ぴきのねこ」などの絵本をプロジェクターでスクリーンに拡大投影し、学生と図書館職員で読み聞か
せを行いました。楽器紹介やみんなで歌う「ドレミのうた」など、日頃のおはなし会とは一味違ったプログラムを、
子どもたちも楽しんでいる様子でした。 問 八雲中央図書館　03-5701-2795

教育施策説明会においでください教育施策説明会においでください

【開催日時】 令和元年11月23日（土・祝）・11月30日（土） 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組など

問 教育政策課　03-5722-9432

＊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。

教育長の就任について教育長の就任について 問 教育政策課　03-5722-9300

　「地域に学び、地域に生かす」ことを広めるため、
生涯学習フォーラム『つなげよう、広げよう　あなたの活動』
を実施します。

問 生涯学習課 03-5722-9318

生涯学習フォーラムにおいでください

【開催日時】　令和２年２月11日（火・祝）　午後２時から４時30分まで
【会　　場】　目黒区総合庁舎 ２階 大会議室
【内　　容】　生島ヒロシ氏による講演（テーマ『いつまでも若く生きる秘訣』）、

学んだことを地域に生かして活動している団体の活動内容発表、
生涯学習に関する相談コーナーなど

【定　　員】　150人
＊参加ご希望のかたは、当日会場においでください。 フリーアナウンサー 生島ヒロシ氏

　めぐろ歴史資料館の屋外展示場には、目黒不動尊の門前にあった料亭「大
黒家」の由緒が刻まれた石碑、五本木通りで往来の安全を見守ってきた馬頭
観音など、江戸時代から近代にかけての石造文化財が20点展示されています。
　長年の風雨にさらされ、劣化、破損が見られたため、今回、由緒碑、馬頭観
音、五輪塔、力石の４点を保存修復しました。
　これからも目黒の歴史を語り継いでくれる石造文化財を、ぜひご覧ください。

問 めぐろ歴史資料館 03-3715-3571

目黒区の石造文化財目黒区の石造文化財

東急東横線

東京メトロ日比谷線

目黒区総合庁舎
駒沢通

り

山
手
通
り

目黒区清掃事業所

中目黒駅
中目黒GT

黄色の案内看板

　五輪塔修復作業の様子。
石の間を石の粉を混ぜた接
着剤で詰めています。

修復完了した五輪塔（左）と力石（右）。

　今、区立の34の小・中学校、幼稚園、こども園では、１万２千人を超える児童・生徒・幼児が学んでいます。次
代を担う子どもたちが、知・徳・体のバランスのとれた豊かな人間性をはぐくむことができるよう、学校・保護者・
地域と手を携えて、魅力と活力にあふれ、信頼される学校づくりに取り組んでまいります。また、人生100年時
代の生涯学習のあり方を考え、めぐろの歴史と文化を大切にする教育委員会であり続けたいと思います。その
取組に向けて、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

教育委員会の主な取組について、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。

　令和元年９月30日付で任期が満了した尾﨑富雄氏の後任として、10月１日付で関根義孝氏が区長から教育長に任命されまし
た。任期は令和４年９月30日までです。

所 在 地　目黒区中目黒３－６－10
開館時間　午前９時30分から午後５時
休 館 日　月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は

火曜日）、12月29日から１月３日
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