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〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15　TEL 03-5722-9432　　　令和2（２０２0）年10月15日発行

目黒区教育委員会 https://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/   No . 170編集発行

◦新型コロナウイルス感染症対策「めぐろ・3S・アクション」
◦区立小学校における「40分授業午前5時間制」
◦新型コロナウイルス感染症対策～学校（園）の取り組み～
◦よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートを実施しました
◦令和３年度から使用する中学校教科書が決まりました
◦目黒区学校施設更新計画の策定作業を進めています
◦「これからも身近な図書館であるために」～区立図書館の感染防止対策～
◦郷土玩具へのまなざし～菱田コレクション展～
◦木造二天王立像を目黒区指定有形文化財に
◦悩みや困っていることがあったら相談してみよう
◦教育委員を紹介します
◦教育施策説明会においでください
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疫病から人々を守るとされる妖怪
「アマビエ」を用いた啓発アイコン
（厚生労働省ホームページより）

感染予防策のピクトグラム
（厚生労働省ホームページより）
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　令和2年度の教育活動は、新型コロナウイル
ス感染症対策のため長期にわたり休業しており
ましたが、感染症対策を行いながら、段階的に
再開しています。
　学校（園）は、4月6日に小学校の入学式を行っ
た後、長期間休校し、中学校と幼稚園・こども
園は、2か月遅れて入学（園）式を行いました。
　再開後も、感染症対策によりご不便をお掛け
していますが、引き続き、子どもたちの安全確
保に全力で取り組んでいきますので、ご協力を
よろしくお願いします。

4月6日

6月2日

入学式
（不動小学校）

入学式
（目黒中央中学校）

6月19日　給食再開（第八中学校）5月26日　連絡日（烏森小学校）

※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。
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新型コロナウイルス感染症対策
「めぐろ・3S・アクション」

問 教育政策課　☎ 03-5722-9432　FAX 03-5722-9332

問 学校ICT課　☎03-5722-9148　FAX 03-5722-9332

問 学校施設計画課　☎ 03-5722-9307　FAX 03-5722-9333

問 教育政策課　☎ 03-5722-9243　FAX 03-5722-9332

　目黒区では、これまでに、第1弾から第3弾までの新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。教育委
員会では、第1弾として、補正予算（第1号）において、小・中学校オンライン学習環境整備のための予算を確保し
ました（令和2年5月13日議決）。
　さらに、第2弾では予備費の活用、第3弾では補正予算（第2号）において、「めぐろ・3S（スリーエス）・アクショ
ン」として、「備える」、「支える」、「進める」ために必要な予算を確保しました（令和2年6月30日議決）。新型コロ
ナウイルス感染症への対応はもちろんのこと、必要な学習環境整備に向けて取り組んでいます。予算措置の概要
は以下のとおりです。対策の一部を右ページ（3面）で紹介します。

　国は、次代を担う子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正に個別
最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させるため、児童・生
徒1人1台の情報端末整備を柱とするGIGAスクール構想を掲げました。目
黒区においても、Society5.0（ソサエティ5.0）時代を担う子どもたちの新
たな学びを支えるために不可欠であると考え、児童・生徒
1人1台の情報端末を令和2年度中に整備します。
　詳細は、随時、区ホームページ（右コード）などでお知ら
せしていきます。

〈基本コンセプト〉
❖�学校や家庭において「すぐにでも」「どの教科でも」「誰でも」
　使える学習環境の構築
❖教員にも1人1台の情報端末を整備し、働き方改革を推進
❖�感染症や災害等の学校臨時休業にも対応可能なオンライン学習
（コロナ対応）の実施

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、児童・生徒等が
水道蛇口に触れることなく手洗いできるよう、手洗い場の蛇口の
一部を自動水栓化しました。また、蛇口ハンドルの一部をレバー式
に切り替えました。

〈自動水栓の設置箇所〉　小・中学校（全31校）� 667か所
　　　　　　　　　　　幼稚園・こども園（全3園）� 32か所

　めぐろ子ども見守りメールでは、警察と連携して配信する不審
者情報のほか、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。特に今年は、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のための学校の臨時休業や、猛暑によ
る熱中症警戒アラートなどのお知らせが増えています。
　こうした情報の重要性を踏まえ、過去に配信されたメールを、
バックナンバー画面から選んで見ることができるようになりまし
た。受信した見守りメールの文末にあるURLからご覧ください。

未登録の保護者の方は、区ホームページ（右コード）
に閲覧方法を掲載していますので、一度ご覧いた
だき、登録をご検討ください。

GIGAスクール構想の実現に向けた情報端末整備
～区立小・中学校における児童・生徒1人1台の情報端末を整備します～

小・中学校等手洗い場蛇口の一部自動水栓化

学校緊急情報連絡システム（見守りメール）機能拡充
～めぐろ子ども見守りメールのバックナンバーをご覧いただけます～

　小・中学校の臨時休業中の家庭におけるオンライン学習を支援するため、ネット
ワーク環境が整っていない児童・生徒の世帯に情報端末及びモバイルルーターを貸
し出しました。

◦小・中学校等手洗い場蛇口の一部自動水洗化�……… 3,300万円�＊

◦学校緊急情報連絡システム（見守りメール）機能拡充�……11万円 ＊

◦小・中学校給食費の支援（6・7月分全額）�………………… 1億円
◦児童・生徒等への図書カード配付（一人2,000円）�… 2,600万円 ＊
◦就学援助準要保護認定者への昼食代相当額の支給… 1,500万円 ＊
◦学校給食食材納入業者への支援……………………… 2,100万円�＊

◦GIGAスクール構想の実現に向けた情報端末整備
　（全児童・生徒分のタブレット端末）�…………… 5億6,000万円

第1弾

第2・3弾

小・中学校オンライン学習環境の整備　1億円

第2弾・第3弾で行う主な対策は、以下のとおり。　　＊は予備費の活用によるもの

目黒区新型コロナウイルス感染症対策
「めぐろ・3S（スリー・エス）・アクション）」
備える（SONAERU）� 第2波・第3波にしっかりと「備えます」
支える（SASAERU）� 区民のくらしをしっかりと「支えます」
進める（SUSUMERU）� 新しい日常を着実に「進めます」

備える

支える

進める

備える

備える

進める

設置後の状況（中目黒小学校）

情報端末のイメージ
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区立小学校における
「40分授業午前5時間制」

問 教育指導課　☎ 03-5722-9313　FAX 03-3715-6951

　目黒区では、平成14年度から「40分授業午前5時間制」を実施しています。授業1単位の時間を40分間とし、
午前中に集中して5単位時間分の学習を行うことで学力の定着を図っています。
　区立小学校15校は、文部科学省より「研究開発学校」※として指定（令和元年度～令和5年度）を受け「40分授業
午前５時間制」の研究開発を進めています。研究の成果は、令和5年度に全国に発信していきます。
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業のため、授業時数の確保が課題となって
いますが、目黒区では18年間の取組で得られたノウハウを活かし、上記の研究開発学校15校に加えて、多くの
学校で「40分授業午前5時間制」が実践され効果を上げています。

※研究開発学校： 学習指導要領等の現行の教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施が認められ、その実践研究
を通して新しい教育課程・指導方法を開発していこうとするもの。

「40分授業午前5時間制」で生み出した時間の活用

「40分授業午前5時間制」の魅力

長時間学習を活用した
主体的・対話的で
深い学びの充実

生活習慣の確立

【生み出した時間数の例（第4学年以上）】
①年間の標準授業時数1015単位時間、45（分）－40（分）＝5（分）
②5（分）×1015（単位時間）＝5,075分

　40分と20分を合わせて60分の長
時間学習を活用して、体験活動等を
充実させるなど単元をマネジメント
することができます。思考力・判断力・
表現力等の育成に効果的です。

　児童は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。「40分授業午前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。

文部科学省研究開発学校として

指定された区立小学校（15校）

下目黒、中目黒、油面、烏森、向
原、

鷹番、田道、月光原、駒場、緑ヶ
丘、

原町、不動、上目黒、中根、宮前

新型コロナウイルス感染症対策
～学校（園）の取り組み～

問 教育政策課　☎ 03-5722-9432　FAX 03-5722-9332

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため長期にわたり休業して
おりましたが、感染症対策を講じた上で、6月より段階的に再開しています。
　ここでは、学校（園）の取り組みの一部を紹介します。

　園では、遊びを通して学ぶ総合的な指導の場で密を避ける工夫を心がけてい
ます。子どもたち自身がソーシャルディスタンスをとれるように、保育室を広
く使えるよう整えるとともに、遊具や用具を分散し距離をおいて配置していま
す。活動の場では、幼児同士が距離を保てるよう、手洗い場に並ぶ時の目印とし
て床に印をつけたり、サークルを置いたりする工夫もしています。給食時は、4
人～6人がけの机の台数を増やして座る人数を少なくした上で、飛沫防止対策の
パーテーションを使用しています。このほか、園庭での水遊びや着替え時には、
足ふきタオルを個々で使用できるよう枚数や個数を増やしています。
　こまめな手洗いの励行やマスクの着用はもちろんのこと、降園後は教職員一
丸となって園内の消毒をしています。

　今まで経験したことのない不安の中で迎えた新年度、駒場小学校では、臨時休業
中にホームページの充実に努め、様々な情報を発信しました。土日、大型連休中い
つも欠かさずに教職員全員が子どもたちに向けてメッセージを送り続けました。
　学校の再開以降は、新生活様式「新しい駒小生活」を示し、3密の回避、マスク
着用やこまめな手洗いの徹底を続けています。登校時や給食準備に専科教員や
支援員が複数体制でサポートし密にならないよう指導をしています。給食は、
前向きで食べています。休憩時の外遊びは、間隔を置いて整列し担任と校庭に
移動します。
　子どもたちも感染症対策に気を配りながら、明るく楽しい学校生活を取り戻
しています。

　コロナ禍で、私たちは明日が見えない深い霧の中にいるよ
うな毎日です。しかし、「禍福は糾

あざな
える縄の如し」。この苦境

を乗り越えれば、必ず明るい未来がやってくると信じて、本
校は日々、感染防止に取り組んでいます。
　例えば、国が提唱している「新しい生活様式」の実践として、
手洗いを徹底するために、大型プリンターを活用して注意喚起のポスターをいたるところに掲示したり、子どもた
ちがスムーズに手洗いを徹底できるように手洗い場の水を休み時間の前から流し始めるなど感染予防に努めてい
ます。主事さんは、子どもたちが触れそうな箇所の消毒を朝に夕にと丁寧に行い、放課後には先生方が教室内の消
毒を毎日欠かさず実施しています。
　コロナ終息の日まで、目に見えないウイルスと闘い続けていく覚悟です。
＊禍福は糾える縄の如し…人生をより合わさった縄に例えて、幸福と不幸は変転するという意味の故事成語。

「笑顔と元気のために！ withコロナ」

「あなたのいのちを  大切な人を  社会を守るため」

「禍福は糾
あざな

える縄の如し」＊

みどりがおかこども園

駒場小学校

大鳥中学校

生活時程例（第4学年以上）
校時等 時　間 月 火 水 木 金

登校時間   8:15～  8:25 登　　　校

朝の会   8:30～  8:40 朝　の　会
1校時から
5校時   8:45～12:40 40 分 授 業

給食 12:40～13:20 給　　　食

昼休み 13:20～13:35 昼会 昼休み 帰りの会 昼休み 昼休み

裁量等 13:40～14:00
マイ
タイム
① 60分

授業
委員会
クラブ

60分
授業

マイ
タイム
②6校時 14:00～14:40 40分

授業
帰りの会 14:50～15:00 帰りの会

下校

帰りの会

清掃（当番）15:00～15:15 清掃 清掃

最終下校 15:20

※生活時程は学校・学年によって異なります。

学
び
の
午
前

活
動
の
午
後

魅力❶

魅力❷

魅力❸

飛沫防止対策を講じた給食の様子

「新しい駒小生活」
登校サポートの様子

啓発ポスター（コロナに打ち勝つ！）

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することが
できます。

自由時間の拡大
　放課後の時間を活用して、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
ると児童や保護者からも好評です。

研修、学年会の充実
　放課後の時間を活用して、児童の
学びの質の向上を図るために、弾力
的な時間割設定に対応した指導方法
や教材について、教員同士で話し合い
ながら授業をつくり出しています。

児　童 教　員
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問 教育指導課　☎ 03-5722-9313　FAX 03-3715-6951

問 教育指導課　☎ 03-5722-9312　FAX 03-3715-6951

　目黒区では、いじめ防止等の取組を一層強化するため、平成29年4月に「いじめ防止対策推進条例」を制定し
ました。いじめ防止対策の一環として、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート（ハイパーQU）」を
令和2年度から、区立全小・中学校で実施しています。各学校では、本アンケート結果を分析することで、学級
経営の改善を図るとともに、支援が必要な児童・生徒を早期に発見し、いじめの未然防止に役立てています。

　中学校の教科書について、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3年度から令和6年度までの4年間使用します。

採択にあたって協議の対象となった教科書の見本は、
閲覧することができます。

〈閲覧について〉
【会 　 場】　めぐろ学校サポートセンター�2階�
� 　教科書センター（中目黒3－6－10）

【開 館 日】　月～土曜日（年末年始・祝日を除く）
【開館時間】　午前9時～午後5時

「よりよい学校生活と友達づくりのための
アンケート（ハイパーQU）」とは

学校生活における児童・生徒の意欲や満足
度、集団形成に必要な対人関係を営むため
のスキル、学級集団の情報を質問紙によっ
て測定するものです。

質問紙の集計・分析結果から、児童・生徒
の学校生活の様子を把握し、学級経営の改
善、児童・生徒への個別指導、いじめ問題
の早期発見等に生かすことができます。

いじめ防止対策推進条例は、
区ホームページ（右コード）
でご覧になれます。

アンケート実施の様子
（第一中学校）

種　目 発行者

国　語 国 語 光村図書出版株式会社
書 写 光村図書出版株式会社

社　会

地 理 株式会社帝国書院
歴 史 株式会社帝国書院
公 民 株式会社帝国書院
地 図 株式会社帝国書院

数　　学 株式会社新興出版社啓林館
理　　科 株式会社新興出版社啓林館

音　楽 一 般 株式会社教育芸術社
器楽合奏 株式会社教育芸術社

美　　術 光村図書出版株式会社
保健体育 株式会社学研教育みらい

技術・家庭 技 術 東京書籍株式会社
家 庭 開隆堂出版株式会社

外国語（英語） 東京書籍株式会社
道　　徳 東京書籍株式会社

「これからも身近な図書館であるために」
～区立図書館の感染防止対策～

問 学校施設計画課　☎ 03-5722-9307　FAX 03-5722-9333

問 八雲中央図書館　☎ 03-5701-2795　FAX 03-5701-2794

　区立小・中学校31校のうち、今後10年間で26校（84％）が築60年目を迎え
るなど、老朽化対策が喫緊の課題となっています。この課題を解決するため、
教育委員会では、令和2年度中に学校施設更新計画を策定する予定です。
　これまで、7月に「目黒区学校施設更新計画（素案）作成に向けた基本方針」※
を作成し、更新スケジュール、更新順位の考え方、更新に当たり複合化を検討
する周辺施設などについてご意見を伺いました。
　皆様からいただいたご意見は、素案の作成に当たって参考に
させていただきます。
※基本方針は、区ホームページ（右コード）でご覧になれます。

　区立図書館では、安心してご利用いただける図書館を目指して、
新型コロナウイルス感染防止の対策を実施しています。たくさん
の本と一緒に、「読書の秋」を過ごしてみませんか。

図書館内の感染防止対策

利用される方へのお願い 図書消毒機を導入
　図書資料の対策として、
図書資料専用の消毒機を
導入しました。消毒できる
資料に一部制限がありま
すが、区立図書館全館で
ご利用いただけます。

職員の
マスク着用・
手指消毒

アクリル板等
の設置

館内の
定期的な消毒

入館整理券
による
人数の管理

閲覧席の
ソーシャル
ディスタンス
を確保

定期的な換気

館内の利用時間は
一時間程度を
目安に

マスクの着用、
手指の消毒

図書館の
本を読む前後の
手洗い

50年以上
84%

40年以上
0%

30年以上
6.5%

20年以上
0%

10年以上
6.5%

10年未満
3%

入館
整理券

入館
整理券

入館
整理券

小・中学校のうち、
建築年度が最も古い棟に
おける学校の築年数の割合

目黒区学校施設更新計画の
策定作業を進めていますよりよい学校生活と友達づくりのための

アンケートを実施しました

令和3年度から使用する
中学校教科書が決まりました

今後の予定
令和2年11月◦更新計画（素案）作成、説明会、パブリックコメント
令和3年  3月◦更新計画策定

１時間
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郷土玩具へのまなざし 〜菱田コレクション展〜

木造二天王立像を目黒区指定有形文化財に

悩みや困っていることがあったら
相談してみよう

問 めぐろ歴史資料館　☎ 03-3715-3571　FAX 03-3715-1325

問 生涯学習課　☎ 03-5722-9320　FAX 03-3715-1325

　区内にお住まいだった故菱田忠夫氏が
収集し、ご遺族から寄贈された資料群は、
土人形・土笛・土鈴・こけし・張子などの
郷土玩具や、絵馬・トランプ・カルタ・凧
など様々な種類があり、その数は2000
点を超えます。
　本展では、各地の名品や土産・郷土玩
具コレクションの一部を紹介し、郷土玩
具の多様で温かみのある表情や風合いを
感じていただくとともに、日本の伝統的
な郷土玩具に親しんでいただける展示と
なっておりますので、この機会にぜひご
覧ください。

　令和2年2月20日付けで、宗教法人祐天寺
（中目黒5－24－53）所有の木造二天王立像
（増長天像、持国天像）を新たに目黒区指定
有形文化財（彫刻）に指定しました。（一般
公開はしておりません。）

　児童・生徒に少しでも気になる様子が見られる場合、子
どもや保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由とし
たいじめや偏見等に悩んだ場合は、学校にご相談くださ
い。ほかにも、相談できる窓口があります。
　児童・生徒の皆さんも、ひとりで思い悩まずに、ぜひ利用
してください。保護者や関係者の方からも相談できます。

問 教育政策課 ☎03-5722-9300 FAX 03-5722-9332
　令和2年9月30日をもって、前教育委員後藤幸子氏
の任期が満了しました。これに伴い、10月1日付けで
区長から新委員として川嶋春奈氏が任命されました
（任期は令和6年9月30日まで）。
　また、教育長職務代行者に笹尾敦夫氏が就任しました。
◇教育委員会の構成
関根　義孝（教育長）
笹尾　敦夫（教育長職務代行者）
櫻井　道雄（委員）
松村　眞理子（委員）
川嶋　春奈（委員）

問 教育政策課 ☎03-5722-9432 FAX 03-5722-9332
　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。参加に当たっては、感染症対策にご協力ください。

【開催日時】令和2年11月21日（土）・28日（土）
� 午前10時から

【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
＊両日とも内容は同じです。
＊参加ご希望のかたは、事前の申し込みが必要です。
＊�参加方法など、区ホームページ（右コード）
をご覧ください。新型コロナウイルス感
染症の状況等により中止する場合には、区
ホームページでお知らせします。

教育施策説明会に
おいでください

いじめやSNSトラブル相談先
めぐろ学校
サポートセンター
電話教育相談

☎︎03-3710-6770
月～金 午前10時～午後5時　

子ども相談室　
めぐろ はあと ねっと

☎︎0120-324-810
水～土 午前10時～午後5時

教育相談一般・
東京都いじめ相談
ホットライン

☎︎0120-53-8288
24時間受付

子どもの人権110番 ☎︎0120-007-110
月～金 午前8時30分～午後5時15分

SOSミニレター 各小・中学校に用紙があります。

生きるのがつらいと
感じたら
相談ほっとLINE
＠東京

LINE 「相談ほっとLINE＠東京」
午後5時～午後10時
（受付は～午後9時30分）
※�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

☎︎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）

メール https://www.tokyohelp
desk.metro.tokyo.lg.jp/
24時間受付

開館時間

休 館 日

会　場

9:30～17:00

月曜日 ※入館無料

めぐろ歴史資料館
（中目黒3－6－10）

10
25

まで
日マスク着用など

感染症対策に
ご協力ください

教育委員を紹介します

川嶋委員

事前申込制


