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ヨーコ　ゼッターランド さん
オリンピアン
バレーボール

堀江　航 さん
パラリンピアン

車いすバスケットボール、
パラアイスホッケーなど

オリンピアン・パラリンピアンとの交流オリンピアン・パラリンピアンとの交流
～東京２０２０大会に向けて～～東京２０２０大会に向けて～

（令和元年9月30日　第一中学校）

（令和元年１１月９日　駒場小学校）

区立学校、幼稚園・こども園の新型コロナウイルス感染症対策について区立学校、幼稚園・こども園の新型コロナウイルス感染症対策について
　区立学校（園）では、子どもたちが安全に過ごせるよう対策を講じながら、教育活動を実施
していきます。ご家庭でも、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただ
くようお願いします。

※感染症対策のため、教育委員会や学校の行事等が変更になる場合があります。

○喚気の悪い密閉空間
○多数が集まる密集場所
○間近で会話や発声する密接場面

３つの密が重なる場所を避けています 基本的な感染症対策を指導しています

※各学校･園の状況に合わせて対応しています。

○咳エチケット、手洗い、マスクの着用。
○毎朝、体温を測る。
○風邪の症状がある場合は、外出は
控える。

東京２０２０大会は
１年程度の延期と
されました。

不審者情報以外にもこのようなメールが届きます
おはようございます！運動会は予定のとおり実施します。
お知らせします。台風の影響で下校時間が〇時間早まります。

　めぐろ子ども見守りメールは、警察と連携して配信する不審者情報以外にも、学校（園）からの生活情報や、運動会等
の行事情報なども保護者の皆様にお知らせしています。

登録しましょう！　めぐろ子ども見守りメール

問 教育政策課　03-５７２２-９２４３

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
　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、教育施策説明会を開催します。

【開催日時】 令和２年５月9日（土）・23日（土）
　　　　　 午前10時～12時

【会　　場】 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。

教育委員を紹介します教育委員を紹介します
　令和元年１２月８日をもって、前教育委員中山ひとみ氏の任期が満了
しました。これに伴い、１２月９日付けで区長から新委員として松村眞理
子氏が任命されました（任期は令和５年１２月８日まで）。
　また、教育長職務代行者に櫻井道雄氏が就任しました。

問 教育政策課 03-5722-9300

■教育委員会の構成
関根　義孝 教育長
櫻井　道雄 教育長職務代行者
後藤　幸子 委員
笹尾　敦夫 委員
松村　眞理子 委員

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～」を開催しました。

■日　時　令和２年２月１１日（祝）
　　　　　午後２時～４時３０分
■会　場　目黒区総合庁舎大会議室
■内　容　•フリーアナウンサー生島ヒロシ氏による講演

「いつまでも若く生きる秘訣」
　　　　　•団体による活動内容発表・展示
　　　　　•生涯学習に関する相談コーナーなど

問 生涯学習課 03-5722-9318

　生涯学習フォーラムは、181人の
方にご来場いただきました。
　最初に、フリーアナウンサー生島
ヒロシ氏からいつまでも若く生き
るためには、心と体と財布の健康
が大切だということについて具体
例や笑いを交えながら、ご講演い
ただきました。

　その後、地域で活動している団体の皆さんに、地域活動を行
うことで、さらに自分たちの学習が豊かになっているというお
話を発表していただきました。
　また、団体の衣装や作品などの展示もあり、団体の活動がよ
くわかると好評でした。展示パネルの前に多くの方が集まり、た
くさんの情報交換が行われるなど、にぎやかなフォーラムとな
りました。

生涯学習フォーラムを開催しました

松村委員

　登録方法については、各学校、幼稚
園、こども園または担当までお問い合
わせください。

悩みや困っていることがあったら相談してみよう
なや こま そうだん

いじめやＳＮＳトラブル相談先　※保護者や関係者の方からも相談できます。

めぐろ学校サポートセンター電話教育相談
子ども相談室　めぐろ はあと ねっと

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン
子どもの人権１１０番
ＳＯＳミニレター
生きるのがつらいと感じたら
相談ほっとＬＩＮＥ＠東京

０３-３７１０-６７７０
月～金　午前１０時～午後５時
０１２０-３２４-８１０
水～土　午前１０時～午後５時
０１２０-５３-８２８８
２４時間受付
０１２０-００７-１１０
月～金 午前８時３０分～午後５時１５分

０１２０-１-７８３０２　ＬＩＮＥ 「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」
月～土 午後３時～午後９時（受付は午後８時３０分まで）
メール　https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/　２４時間受付

各小・中学校に用紙があります。

ＬＩＮＥ 「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」
各日午後５時～午後１０時（受付は午後９時３０分まで） ※９月と３月は午後３時から相談できます。

ネット・ケータイの
トラブル相談 こたエール

令和元年度いじめ防止啓発ポスター

開
催
の
概
要
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教 育 委 員 会 の 予 算
　令和２年度の教育費は、前年度比６．６％の増の１０７億８，３８２万円です。
学校の冷暖房やＩＣＴ機器活用のための電気容量増への対応などの施設整
備経費、特別支援教育の推進のための経費をはじめ、教育課題に対応する
ための経費を盛り込んでいます。
　教育委員会では、様々な課題に適切に対応するとともに、より一層創意
工夫した特色ある教育活動を展開していきます。

令和2年度

教育総務費
2,953,256千円
27％

小学校費
4,307,127千円
40％

中学校費
1,476,205千円
14％

幼稚園費
342,217千円
3％

生涯学習費
1,705,015千円
16％

令和２年度　教育費 10,783,820千円

　普段の学習環境である教室を離れて、集中的に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とる
機会として、東京版英語村「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を活用した日帰り体験型英語学習事業を実施します。
中学生を対象に実施していましたが、小学校第６学年児童に対象を拡大します。（関連記事3ページ）

■日帰り体験型英語学習事業の拡充（10,624千円）
英語教育 問 教育指導課　03-5722-9312

　オリンピック・パラリンピック教育の取組を引き続き実施します。目黒区立中学校連合体育大会を取組の一つに位
置付け、選手生徒の活躍する姿や応援の様子などを競技場に設置されている大型映像装置で放映します。
　また、全小・中学校、幼稚園・こども園に東京２０２０大会観戦の機会が提供されることから、競技会場までの交通費を
支給します。（関連記事3ページ）

■オリンピック・パラリンピック教育の実施（13,455千円）
オリンピック・パラリンピック教育

　東京２０２０大会の開催に向けて、オリンピック・パラリンピック教育の推進や国際理解への機運を醸成するため、
世界の料理等を取り込んだ特別給食の回数を増やし、学校給食を通じて食育を推進します。（関連記事5ページ）

■特別給食の実施（10,684千円）

　医療的ケアを必要とする児童・生徒への学校における医療的ケアを安全かつ適切に実施するため、学校に対して指
導や助言を行う医療的ケア指導医の配置等を行うとともに、人材派遣委託による看護師配置を拡充します。

■医療的ケア指導医・看護師の配置等（9,325千円）
特別支援教育 問 教育支援課　03-5722-9322

食育の推進

　登下校時における児童の安全・安心を確保するため、平成２6年度から平成２８年度の3年間で各小学校の通学路に防犯
カメラを整備しました。令和２年度は新たに東京都の補助事業を活用し、小学校の登下校区域に防犯カメラを整備します。

■登下校区域防犯カメラの整備（8,328千円）

　運動会・体育祭など長時間の屋外活動時の児童・生徒の熱中症対策として、ワンタッチテントを整備します。
■熱中症対策用テントの整備（8,488千円）

児童・生徒の安全対策 問 学校運営課　03-5722-9304

　教職員の負担軽減と会計事故防止の一層の徹底を図るため、学校徴収金（給食費・教材費等）業務を一体的に管理
できるシステムを導入します。

■学校徴収金管理システムの導入（17,314千円）
学校における働き方改革

　教職員の実働勤務時間を客観的に把握し、働き方改革につなげていくとともに、勤怠管理業務を担っている副校長
の負担軽減を図るため、出退勤管理システムを導入します。

■教職員出退勤管理システムの導入（23,298千円） 問 教育指導課　03-5722-9311

問 教育政策課　03-5722-9302

　教員の資質・能力の向上及び学校の働き方改革の一環として導入したｅラーニングシステムによる教員研修を、集
合研修の一部代替として実施します。

■教職員研修体制の拡充（4,213千円） 問 教育指導課　03-5722-9313　教育支援課　03-3715-1531

体力テストの様子

めぐろ
ここカラダシート

令和2年度
教育費
（歳出）

問 教育指導課　03-5722-9312

問 教育指導課　03-5722-9313令和２年度の主な推進事業
●外国語活動・外国語教育
　グローバル化する社会を生きる上で重要なコミュニ
ケーション能力をはぐくむために外国語教育の充実を
図っています。「目黒区外国語教育モデルカリキュラム」に
基づき小学校第１・２学年では15時間、第３・４学年では
３５時間、第５・６学年では、教科書を使用して70時間の
学習を行っています。
　これまで、中学生を対象に実施してきた東京版英語村

「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を活用した日帰り体
験型英語学習事業は、小学校第６学年児童からの実施
に広げます。

●体力向上・健康増進に向けた取組
  「めぐろ ここカラダ月間」の実施
　６月（体力テスト実施月間）、10月（東京都体力向上努力月間）、１月

（生活習慣見直し強化月間）を「めぐろ ここカラダ月間」とし、体力
向上・健康増進に向けた取組を実施します。
　これまで実施してきためぐろ子どもスポーツ健康手帳・リーフレット
の趣旨を踏まえ、幼稚園・こども園年長幼児から中学校第３学年生徒
まで、発達段階に合わせて作成した「めぐろ ここカラダシート」を要に、
各校（園）が工夫して取り組みます。生活習慣の振り返り、取組目標の
作成、実施、取組の振り返りを行い、その時々に応じた自身の適切な生
活習慣を見付けたり、整えたりすることを目指します。

　共生社会の実現に向けてすべての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮しつつ、自立と社会参加に向けて一人ひとりの教育的
ニーズに応じた連続性のある多様な学びの場を充実していくインクルーシブ教育システムを構築していくことを基本的な考え方とし
て、令和2年度から令和6年度を計画期間とする目黒区特別支援教育推進計画（第四次）を策定しました。
　本計画では、３つの柱（取組の方向）を設定し、そのための７つの方策（推進施策）と25の具体的な取
組（推進事業）を進めていきます。

●オリンピック・パラリンピック教育
　全小・中学校、幼稚園・こども園で各教科の学習活動
に位置づけて実施しています。
東京２０２０大会開催
に向けて、本年度はボ
ランティア活動、伝統・
文化に関する教育、国
際理解教育の視点も
含めて「オリンピック・
パラリンピック教育」を
推進します。

目黒区特別支援教育推進計画（第四次）を策定しました 問 教育支援課　03-5722-9322

Ⅰ　障害のある子もない子も共にいきいきと学ぶ環境の整備
Ⅱ　一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実
Ⅲ　保護者や関係機関等との連携による支援体制の充実

　特別支援教育に関する教職員、児童・生徒、保護者の一層の理解啓発や、交流及び共同学習の充実など、心のバリアフリー
の推進には更なる取組が求められています。今後、本計画の副題とする「心のバリアフリーをめざして」を合い言葉に、学校、幼
稚園・こども園、家庭、地域、関係機関等と連携を深め、本計画の着実な実施に取り組んでいきます。

※目黒区特別支援教育推進計画（第四次）の全文は目黒区ホームページでご覧になれます。

区立学校（園）の
教育活動停止日 夏季休業期間中　令和２年８月10日（祝・月）から８月14日（金）まで

冬季休業期間中　令和２年12月28日（月）から令和３年１月５日（火）まで

学校（園）における働き方改革の取組の一つとして、長期休業期間中に、原則として学習指導や部活動等を
行わない教育活動停止日を実施します。保護者や地域の皆様には、ご理解、ご協力をお願いします。

問 教育指導課　03-5722-9313

取組の方向

問 学校運営課　03-5722-9306
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食育の目標を達成するための６つの視点

６つの視点の具体的な内容を３つの柱で整理

「目黒区いちおしレシピ58選！
　　みんな大好き学校給食」
　区立小・中学校の学校給食レシピや
食育事例を紹介（A5版70ページ）。
掲載内容：目黒ゆかりの食べもの

行事食　郷土料理　
世界の料理　地産地消メニューなど

目黒区総合庁舎（区政情報コーナー、学校運営課）、区
立体育館、区内書店（９ヵ所）で販売中（税込200円）。

「みんな大好き
学校給食！パネル展」
　パネルや写真により、
区立小・中学校、こども園
の給食、食育について紹介。
実施時期：毎年１月の学

校給食週間に
あわせて実施

実施場所：目黒区総合庁舎
西口ロビー

特別給食
　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取り入れています。

め ぐ ろ の 食 育
問 学校運営課　03-5722-9102

　教育委員会では、平成22年６月に策定した「学校における食育指針」（平成27年３月改定）に
基づき食育を進めてきました。
　このたび、新学習指導要領や食に関する指導の手引き（第二次改訂版、文部科学省発行）など
との整合性を図り、幼稚園・こども園も含めた食育を推進するため「学校（園）における食育指
針」として改定しました。今後は本指針を基に、食育に取り組んでいきます。

「学校（園）における食育指針」を改定しました
　各小・中学校、幼稚園・こども園では、学校給食をはじめ、様々な場面で食育に取り組んでい
ます。食育活動の一部をご紹介いたします。

学校・園における食育の取組

学校（園）における食育の目標
「楽しい食生活を通じて、子どもたち一人ひとりの健康な心と体を培い、
　　　豊かな人間性を養い、食を支える自然や社会に感謝する気持ちを育てる。」

　区立小・中学校、こども園の給食を紹介し、多くの方に食について考えるきっかけにしていた
だくために、レシピ本の販売や、パネル展示を行っています。

みんな大好き学校給食
学校・園と家庭・地域との連携
　給食だよりや学校ホームページで学校・園で行っている食育の内容を伝えることにより、食育に役立つ情報を発
信するなど、家庭との連携を図ります。
　また、子どもたちが、地域における食育の取組の中で成長していくことができるよう、地域の方との活動も行わ
れています。

めぐろの大根
　平成24年度から、目黒区農業振興運営協議会を通じ、目黒区の農家の方々から給食食材として大根が無償で
提供されています。目黒区でとれた大根をいただきながら、都市農業の大切さを学びます。

日々の活動の中で
　保育活動、各教科や総合的な学習の時間など学校教育活動をとおして食育に取り組んでいます。

保育活動 委員会活動 道徳の授業

友好都市「金沢市」の郷土料理 「ケニア共和国」の料理春の行事「桃の節句」の食事

地域の方を招いての給食毎月の食育だより 親子で学ぶおせち料理教室

区立小・中学校、
幼稚園・こども園

【食事の重要性】・・・・・・・・
【心身の健康】・・・・・・・・・・
【食品を選択する能力】・・
【感謝の心】・・・・・・・・・・・・
【社会性】・・・・・・・・・・・・・・
【食文化】・・・・・・・・・・・・・・

食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する。
生活リズムと食事の栄養バランスを考えて心身の健康増進を図る。
正しい知識・情報に基づいて、食品の品質や安全について判断できるようにする。
日々の生活の中で食に対する感謝の心をもつ。
食事のマナーや食事を通じたコミュニケーション能力を身に付け、豊かな人間関係をはぐくむ。
日本の行事にちなんだ行事食や各地の郷土料理、世界の料理などに親しみ、食文化を理解する。

視点１
視点２
視点３
視点４
視点５

視点５

視点６

実際の社会や生活で
生きて働く

●はしの使い方、食器の並べ方、よい
姿勢、話題の選び方などの食事の
マナーを身に付け、協力して食事の
準備や後片付けをするために必要
な技能を身に付ける。

未来の状況にも
対応できる

●相手を思いやることや、楽しい食事
につながるために何が必要かを考
えることができるようにする。

学んだことを人生や社会に
生かそうとする

●食事が大切なコミュニケーションの
場であるということを理解し、コミュ
ニケーションを図ろうとする態度を
養う。
●健康で安全な社会づくりに貢献し
ようとする態度を養う。

（例）

３
つ
の
柱

具
体
的
な
内
容

【社会性】  食事のマナーや食事を通じたコミュニケーション能力を身に付け、豊かな人間関係をはぐくむ。

※「学校（園）における食育指針」の全文は目黒区ホームページでご覧になれます。

「知識及び技能」 「思考力、判断力、表現力」など 「学びに向かう力、人間性」など
給食時間の食育 ふろふき大根 大きく育った大根

目黒区は東京２０２０大会における、
ケニア共和国のホストタウンです。

4 5

420×
297m
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　目黒区教育委員会では、さまざまな活動の場において日常的に努力し、優れた活躍のあった児童・生徒を表彰しています。
令和元年度は、小・中学生あわせて72名と５団体を表彰し、１月30日に表彰式を行いました。

～令和元年度目黒区教育委員会児童生徒表彰～

めぐろの環境を守る活動に取り組んでいます
～令和元年度めぐろグリーンアクションプログラム表彰～
　「学校版めぐろグリーンアクションプログラム」は、児童・生徒が教職員と一体となって、学校生活の中で継続的に省
エネ・省資源活動や環境学習活動に取り組むためのプログラムで、区立全小・中学校で実施しています。
　教育委員会では、毎年度、質の高い活動を行っている学校を表彰しています。令和元年度は、優良表彰校３校、部門
表彰校５校を表彰しました。

問 学校運営課　03-5722-9304

目黒区の教育を支える授業スペシャリスト
～令和元年度目黒区立学校授業スペシャリスト表彰～

第八中学校が東京都教育委員会職員表彰
　　　　　　　　　　団体表彰を受賞しました

　目黒区立学校授業スペシャリスト表彰制度は、優れた専門知識と指
導技術をもつ授業力の高い教員を表彰するものです。今年度は４名が
授業スペシャリストに認定されました。子どもたちに質の高い授業を
提供するとともに、指導技術を若手教員等へ継承し、高い授業力をも
つ教員の育成にも貢献しています。

　「いじめ防止対策の推進」により、第八中学校が令和元年度東京都教育委員会職員表彰団体表彰を受賞しました。
　この賞は、都の教育の発展等に貢献した職員及び優れた教育実践活動・研究活動を行っている学校・グループを、
東京都教育委員会が毎年度表彰しているものです。

問 教育指導課　03-5722-9313

活躍しています！めぐろの子どもたち 問 教育政策課　03-5722-9300

優良表彰校
菅刈小学校、五本木小学校、
緑ヶ丘小学校

　今年度は「地球にやさしい未来を
つくる五本木の町」をテーマに、委
員会ごとに特性を生かした活動を行
いました。今後もSDGsの17のゴー
ルについて全教育活動をとおして学
び、実践を積み重ねていきます。

体 育 科

部門表彰校
碑小学校、中目黒小学校、
田道小学校、宮前小学校、
大鳥中学校

おおかわ ゆう た

大川　裕太
主任教諭（八雲小学校）
　やってみた面白さ、できた面白さの
先にある問いを追求する子どもの姿
が見られるような授業をすることが
モットーです。授業をとおして、子ども
たちが運動についての様々な考え方
ができるような授業をしていきます。

社 会 科
ひら た こういちろう

平田　孝一郎
主幹教諭（東山小学校）
　日々の授業でうまくできたときはと
ても幸せですが、自分が納得できな
かったときは悔しく思い、明日の励み
として授業改善に取り組んでいます。
スペシャリストの先輩のように、自分も
全教科でのスペシャリストを目指して
努力します。

算 数 科
えち ご ま き

越後　真紀
主任教諭（東山小学校）
　算数は、将来、困難にぶつかった時
に解決する力を身につけることにつな
がる教科だと考えています。考える楽
しさ、解決する面白さを感じてもらえ
るような授業を目指しています。

美 術 科
こうもと たま み

河本　珠実
主任教諭（目黒中央中学校）
　作品を見れば授業が分かる。作品は
授業を映す鏡であると思っています。
子どもたちが美術を楽しいと思い、
様々なことを学び、個性を最大限に生
かした授業を心掛け、美術の授業を通
して、心を育てていきたいです。

問 教育指導課　03-5722-9311

◉ 望月 麻央　八雲小学校6年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 岡﨑 奏心　菅刈小学校3年
第20回　ショパン国際ピアノコンクールinAsia 
小学生1・2年生部門
▶アジア大会レベル　銀賞

◉ 柏木 桜太郎　下目黒小学校1年
カラテドリームフェスティバル2019全国大会 
組手小学1年生男子　重量級
▶全国大会レベル　準優勝

◉ 和田 樹　下目黒小学校1年
第 1 0 回 　ヨーロッパ 国 際ピアノコンクー ル
inJapan 東京地区第2次　A1級
▶関東大会レベル　ディプロマ賞

◉ 秋山 未来　下目黒小学校2年
第 1 0 回 　ヨーロッパ 国 際ピアノコンクー ル
inJapan 東京地区第2次　A1級
▶関東大会レベル　銅賞

◉ 野澤 篤志　下目黒小学校3年
2019年度　ピティナ・ピアノコンペティション　
全国決勝大会 B級
▶全国大会レベル　入選

◉ 吉見 理世　下目黒小学校4年
第49回　東京都道場少年剣道大会 小学生Bクラス
▶都大会　優勝

◉ 岡田 洵　碑小学校2年
2019　ブルグミュラーコンクール　
東京ファイナル 小学1・2年　B部門
▶都大会レベル　金賞

◉ 加藤 杏菜　碑小学校4年
第26回　おりがみカーニバル
▶全国大会レベル　ノアちゃん賞

◉ 青田 修　中目黒小学校4年
第49回　東京都道場少年剣道大会 小学生Bクラス
▶都大会　優勝

◉ 小野 健人　中目黒小学校4年
第49回　東京都道場少年剣道大会 小学生Bクラス
▶都大会　優勝

◉ 栢割 漣太郎　油面小学校3年
第 1 0 回 　ヨーロッパ 国 際ピアノコンクー ル
inJapan 東京地区第2次　B級
▶関東大会レベル　銀賞

◉ 垣内 日菜子　油面小学校4年
第12回　国際ジュニア音楽コンクール　
本選 ヴァイオリン　C部門
▶全国大会レベル　第5位

◉ 井上 維人　油面小学校5年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 宮本 瞬　油面小学校5年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 毛受 優衣　油面小学校5年
カラテドリームフェスティバル2019全国大会 
組手小学5年生女子　重量級
▶全国大会レベル　優勝

◉ 横林 豪　油面小学校5年
第42回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏
季水泳競技大会　男子　10歳以下　
200ｍメドレーリレー
▶全国大会　出場

◉ 落合 咲葵　向原小学校3年
第13回　べーテン音楽コンクール　関東地区大
会 課題曲コース　小学3・4年生の部
▶関東大会レベル　銅賞

◉ 古賀 大之　向原小学校3年
算数オリンピック2019　 第11回 キッズBEE
▶全国大会レベル　銀賞

◉ 杉野 玲花　向原小学校4年
第19回　全日本少年少女空手道選手権大会 
4年　女子形の部
▶全国大会　第3位

◉ 杉本 哲之介　向原小学校5年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 杉野 琉輝　向原小学校6年
第3回　関東地区空手道選手権大会 
6年　男子形の部
▶関東大会　準優勝

◉ 齊田 茉央　五本木小学校3年
第35回　全国硬筆コンクール 規定の部
▶全国大会レベル　東京都知事賞

◉ 遊馬 誠智　五本木小学校5年
第42回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏
季水泳競技大会　男子　10歳以下　
200ｍメドレーリレー
▶全国大会　出場

◉ 山本 葉士　五本木小学校5年
第41回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春
季水泳競技大会 男子　10歳以下　50ｍ背泳ぎ
▶全国大会　出場

◉ 古家 恵美　五本木小学校6年
2019　UCI　BMX　ワールドチャレンジ大会 
クルーザー女子　12歳以下
▶世界大会レベル　第8位

◉ 宮下 夏鈴　五本木小学校6年
第52回　埼玉全国舞踊コンクール 
モダンダンス部門2部
▶全国大会レベル　東京新聞賞

◉ 網 優月　鷹番小学校4年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 横山 醇　鷹番小学校4年
第19回　全日本少年少女空手道選手権大会 
4年　男子組手
▶全国大会　第5位

◉ 北村 愛梛　田道小学校1年
第38回　川の写真コンクール 小学校の部
▶関東大会レベル　金賞

◉ 都築 凜朔　駒場小学校5年
第35回　全日本ジュニアクラシック音楽コンクー
ル　 弦楽器部門　小学生中学年の部
▶全国大会レベル　奨励賞

◉ 河西 大　駒場小学校6年
ジャビットカップ　チャンピオン大会2019
▶都大会　優勝

◉ 石井 ほのか　緑ヶ丘小学校6年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部 バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 安田 未来乃　緑ヶ丘小学校6年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部 バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 永山 心愛　原町小学校4年
第42回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏
季水泳競技大会 女子　10歳以下　50ｍ背泳ぎ
▶全国大会　出場

◉ 後藤 里緒　不動小学校2年
第29回　日本クラシック音楽コンクール全国大会 
ハープ部門　小学校低学年の部
▶全国大会レベル　第3位

◉ 小原 颯斗　不動小学校5年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 梶田 京聖　不動小学校5年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 難波 佑樹　不動小学校5年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 鎮目 幸大　不動小学校6年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 二階堂 友愛　不動小学校6年
2019ジャパン・シンクロナイズド・スケーティング・
オープン大会 ジュベナイル
▶全国大会レベル　第1位

◉ 西沢 勝大　不動小学校6年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 藤田 理仁　不動小学校6年
第39回　全日本学童軟式野球大会
▶全国大会　第3位

◉ 長澤 美佳　上目黒小学校6年
第37回　全日本ジュニアクラシック音楽コンクー
ル 弦楽器部門　小学生高学年の部
▶全国大会レベル　第5位

◉ 岩崎 こころ　東根小学校3年
第13回　べーテン音楽コンクール　関東地区大
会 課題曲コース　小学3・4年生の部
▶関東大会レベル　銀賞

◉ 岡野 樹里　東根小学校5年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 森下 真衣　中根小学校2年
第29回　日本クラシック音楽コンクール　
地区大会本選 ピアノ部門　小学校低学年の部
▶都大会レベル　優秀賞

◉ 鍵山 遼　中根小学校3年
NFLフラッグフットボール2019　秋季　
東日本大会 小学生低学年の部
▶東日本大会　第3位

◉ 石川 笑里　中根小学校4年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 栗山 優奈　中根小学校6年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 下村 奏心　東山小学校3年
第28回　日本クラシック音楽コンクール全国大会 
ヴァイオリン部門　小学校低学年の部
▶全国大会レベル　第5位

◉ 吉田 圭来　第七中学校3年
第47回　バトントワーリング全国大会 
オープンの部 　バトン編成
▶全国大会　第4位

◉ 大滝 菜々花　第八中学校1年
第61回 水道週間作品コンクール 作文の部
▶都大会レベル　水道局長賞

◉ 風間 汐織　第八中学校2年
第47回　バトントワーリング全国大会 
オープンの部 　バトン編成
▶全国大会　第4位

◉ 美濃 咲季　第八中学校3年
第6回  関東・北信越女子中学軟式野球大会
▶関東大会　第3位

◉ 岩田 柚那　第九中学校1年
第41回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春
季水泳競技大会 女子　11～12歳　
4×50ｍメドレーリレー
▶全国大会　第1位

◉ 小関 絵実理　第九中学校1年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 永山 心暖　第九中学校3年
令和元年度　中学生の「税についての作文」
▶関東大会レベル　東京国税局長賞

◉ 大谷 幸子　第十中学校1年
全国たなばた競書大会
▶全国大会レベル　観峰賞

◉ 原田 祐里　第十中学校2年
第36回　全日本ジュニアクラシック音楽コンクー
ル ピアノ部門　中学生の部
▶全国大会レベル　入選

◉ 丸山 通晟　第十中学校3年
第23回　東京都中学校囲碁冬季大会
▶都大会　優勝

◉ 美濃部 真央　第十一中学校1年
第47回　バトントワーリング全国大会 
U-15の部　バトン編成
▶全国大会　優秀賞

◉ 岡森 愛　第十一中学校3年
第72回　東京都中学校支部対抗陸上競技選手権
大会 女子3年　走高跳
▶都大会　第2位

◉ 米山 寛佳　東山中学校1年
第35回　全国硬筆コンクール 規定の部
▶全国大会レベル　優秀特選

◉ 相馬 皇士郎　東山中学校3年
第13回　全日本中学野球選手権大会
▶全国大会　優勝

◉ 上野 詩栞　目黒中央中学校1年
第35回　全国硬筆コンクール 規定の部
▶全国大会レベル　全書会大賞

◉ 木村 花愛　目黒中央中学校1年
第41回　全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春
季水泳競技大会 女子　11～12歳　
4×50ｍメドレーリレー
▶全国大会　第1位

◉ 元榮 愛子　目黒中央中学校3年
第39回　全国中学校スケート大会 
フィギュアスケート　女子
▶全国大会　第8位

◉ 宇佐美 大鳳　大鳥中学校2年
カラテドリームフェスティバル2019全国大会 
組手中学2年生男子　重量級
▶全国大会レベル　優勝

◉ 大須賀 智代　大鳥中学校2年
第17回　全日本女子軟式野球学生選手権大会 
中高生の部
▶全国大会　優勝

◉ 延末 藍太　大鳥中学校2年
第13回　全日本中学野球選手権大会
▶全国大会　優勝

◉ 中野 芳香　大鳥中学校3年
第6回　全日本UJボクシング王座決定戦 
中学生女子の部　51キロ級
▶全国大会　第1位

個 人 表 彰

団 体 表 彰
◉ 中目黒小学校　合唱団
第74回　東京都合唱コンクール 小学校部門
▶都大会レベル　金賞

◉ 大岡山小学校　合唱団
令和元年度 こども音楽コンクール　
地区大会 小学校　合唱部門
▶都大会レベル　最優秀賞

◉ 東山小学校　特設管弦楽クラブ
令和元年度 こども音楽コンクール　
地区大会 小学校　合奏第2部門
▶都大会レベル　最優秀賞

◉ 目黒中央中学校 ダンス部
第8回　日本中学校ダンス部選手権
▶全国大会　出場

五本木小学校の取組例

放送委員会による発信
「明日のアース」

エコ・グリーン委員会による
ごみの分別の呼びかけ

◉ 東山小学校　合唱団
第86回　NHK全国学校音楽コンクール 
関東甲信越ブロックコンクール　小学校の部
▶関東大会レベル　銀賞
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ヨーコ　ゼッターランド さん
オリンピアン
バレーボール

堀江　航 さん
パラリンピアン

車いすバスケットボール、
パラアイスホッケーなど

オリンピアン・パラリンピアンとの交流オリンピアン・パラリンピアンとの交流
～東京２０２０大会に向けて～～東京２０２０大会に向けて～

（令和元年9月30日　第一中学校）

（令和元年１１月９日　駒場小学校）

区立学校、幼稚園・こども園の新型コロナウイルス感染症対策について区立学校、幼稚園・こども園の新型コロナウイルス感染症対策について
　区立学校（園）では、子どもたちが安全に過ごせるよう対策を講じながら、教育活動を実施
していきます。ご家庭でも、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただ
くようお願いします。

※感染症対策のため、教育委員会や学校の行事等が変更になる場合があります。

○喚気の悪い密閉空間
○多数が集まる密集場所
○間近で会話や発声する密接場面

３つの密が重なる場所を避けています 基本的な感染症対策を指導しています

※各学校･園の状況に合わせて対応しています。

○咳エチケット、手洗い、マスクの着用。
○毎朝、体温を測る。
○風邪の症状がある場合は、外出は
控える。

東京２０２０大会は
１年程度の延期と
されました。

不審者情報以外にもこのようなメールが届きます
おはようございます！運動会は予定のとおり実施します。
お知らせします。台風の影響で下校時間が〇時間早まります。

　めぐろ子ども見守りメールは、警察と連携して配信する不審者情報以外にも、学校（園）からの生活情報や、運動会等
の行事情報なども保護者の皆様にお知らせしています。

登録しましょう！　めぐろ子ども見守りメール

問 教育政策課　03-５７２２-９２４３

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
　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、教育施策説明会を開催します。

【開催日時】 令和２年５月9日（土）・23日（土）
　　　　　 午前10時～12時

【会　　場】 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。

教育委員を紹介します教育委員を紹介します
　令和元年１２月８日をもって、前教育委員中山ひとみ氏の任期が満了
しました。これに伴い、１２月９日付けで区長から新委員として松村眞理
子氏が任命されました（任期は令和５年１２月８日まで）。
　また、教育長職務代行者に櫻井道雄氏が就任しました。

問 教育政策課 03-5722-9300

■教育委員会の構成
関根　義孝 教育長
櫻井　道雄 教育長職務代行者
後藤　幸子 委員
笹尾　敦夫 委員
松村　眞理子 委員

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～」を開催しました。

■日　時　令和２年２月１１日（祝）
　　　　　午後２時～４時３０分
■会　場　目黒区総合庁舎大会議室
■内　容　•フリーアナウンサー生島ヒロシ氏による講演

「いつまでも若く生きる秘訣」
　　　　　•団体による活動内容発表・展示
　　　　　•生涯学習に関する相談コーナーなど

問 生涯学習課 03-5722-9318

　生涯学習フォーラムは、181人の
方にご来場いただきました。
　最初に、フリーアナウンサー生島
ヒロシ氏からいつまでも若く生き
るためには、心と体と財布の健康
が大切だということについて具体
例や笑いを交えながら、ご講演い
ただきました。

　その後、地域で活動している団体の皆さんに、地域活動を行
うことで、さらに自分たちの学習が豊かになっているというお
話を発表していただきました。
　また、団体の衣装や作品などの展示もあり、団体の活動がよ
くわかると好評でした。展示パネルの前に多くの方が集まり、た
くさんの情報交換が行われるなど、にぎやかなフォーラムとな
りました。

生涯学習フォーラムを開催しました

松村委員

　登録方法については、各学校、幼稚
園、こども園または担当までお問い合
わせください。

悩みや困っていることがあったら相談してみよう
なや こま そうだん

いじめやＳＮＳトラブル相談先　※保護者や関係者の方からも相談できます。

めぐろ学校サポートセンター電話教育相談
子ども相談室　めぐろ はあと ねっと

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン
子どもの人権１１０番
ＳＯＳミニレター
生きるのがつらいと感じたら
相談ほっとＬＩＮＥ＠東京

０３-３７１０-６７７０
月～金　午前１０時～午後５時
０１２０-３２４-８１０
水～土　午前１０時～午後５時
０１２０-５３-８２８８
２４時間受付
０１２０-００７-１１０
月～金 午前８時３０分～午後５時１５分

０１２０-１-７８３０２　ＬＩＮＥ 「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」
月～土 午後３時～午後９時（受付は午後８時３０分まで）
メール　https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/　２４時間受付

各小・中学校に用紙があります。

ＬＩＮＥ 「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」
各日午後５時～午後１０時（受付は午後９時３０分まで） ※９月と３月は午後３時から相談できます。

ネット・ケータイの
トラブル相談 こたエール

令和元年度いじめ防止啓発ポスター

開
催
の
概
要
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