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◦GIGAスクール構想元年がスタート
◦GIGAスクール構想での一人一台の学びをサポート
◦自閉症・情緒障害特別支援学級を開設しました
◦令和3年度の区立学校（園）の教育活動停止日
◦令和3年度 教育委員会の予算
◦活躍しています！ めぐろの子どもたち
◦目黒区の教育を支える授業スペシャリスト
◦学校の特色ある授業や取り組み
◦悩みや困っていることがあったら相談しよう
◦令和元年度～5年度 文部科学省研究開発学校 研究発表会
◦第八中学校が文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞しました
◦目黒区学校施設更新計画を策定しました
◦第四中学校閉校記念碑を設置しました
◦登録しましょう！めぐろ子ども見守りメール
◦教育施策説明会においでください
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「こどもの読書週間」が「こどもの読書週間」が始まります始まります
　子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっ
ても子どもの読書の大切さを考える機会でもあり
ます。
　図書館ホームページ（右コード）で
おすすめの本を紹介しています。

「新しい時代の学び」がはじまります「新しい時代の学び」がはじまります
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菅刈小学校  記念集会
碑小学校  1年 碑小学校  4くみ

油面小学校  給食第一中学校  美術部

第一中学校 教員研修

五本木小学校  給食調理員

向原小学校  給食

子どもたちの安全・安心を第一に子どもたちの安全・安心を第一に
「今できることを大切に」「今できることを大切に」

教育活動に取り組んでいきます。教育活動に取り組んでいきます。
引き続き、感染症対策等に引き続き、感染症対策等に
ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。

※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。
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Anytime（いつでも） Anywhere（どこでも） With anyone（だれとでも）

GIGAスクール構想元年がスタート

　令和3年2月から順次、区立小・中学校の児童・生徒
に学習用情報端末「iPad」が一人に一台貸与され、目黒
区のGIGAスクール構想元年が始まっています。
　児童・生徒はこれまで限られた台数の情報端末を、
限られた時間に使用していましたが、一人一台の学習
用情報端末の整備によって「いつでも、どこでも、だれ
とでも」情報端末を活用して学習を進めることができ
るようになりました。

　児童・生徒には、最新のiPad（第8世代）をキーボード
付きのカバーやペンとともに、一人一台貸与していま
す。また、通信回線はLTE回線を採用していますので、
家庭など校外でもオンラインによる学習ができます。
　情報端末の整備・配付に当たっては、児童・生徒が安
全・安心に情報端末を使用できるよう、本体設定や有
害サイトの閲覧制限等を行っています。また各学校で
は、情報モラルを含め、情報端末を正しく使用できる
よう指導しています。

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

学習用情報端末iPadを手にした児童（向原小）

研修会に臨む教員（学習用情報端末iPad導入説明会）

体育科において撮影した実技を
振り返る児童（緑ヶ丘小）

校外での自然観察で植物等を
撮影する児童（碑小）

パラアスリートのオンライン講演を
視聴する生徒（第八中）

各教員は一人一台の学習用情報端末を活用し、主体的・対話的で深い学びの視点から
授業改善を行うことで、「個別最適な学びの実現」「協働的な学びの実現」「個別最適な学びの実現」「協働的な学びの実現」を目指します。

目黒区版　GIGAスクール構想イメージ（概要）

　情報端末を日常的に活用し
て、授業中の様々な場面での情
報収集や思考したことを表現
するなど、「いつでも」学ぶこと
ができます。
◦ 検索サイトを活用した調べ学習
◦各教科における授業での活用
　→  発表の様子などを撮影し、
　　振り返る

　LTE通信を生かし、学校内だ
けではなく場所を選ばず、校外
や自宅など、「どこでも」学ぶこ
とができます。
◦学校外での情報端末の活用
　→家庭学習、校外学習、
　　自然宿泊体験学習
◦学習状況に応じた個別学習
　→eラーニングの活用

　アプリケーションを用いて児
童・生徒同士で協働的に活動し
たり、オンライン会議システム
で遠隔地とつないだり、「だれ
とでも」学ぶことができます。
◦クラスメイトとつながる
◦外部とつながる
　→オンライン社会科見学
　→遠隔地の人々への
　　インタビュー

GIGAスクール構想での一人一台の学びをサポートGIGAスクール構想での一人一台の学びをサポート
問 教育指導課　☎ 03-5722-9313　FAX 03-3715-6951

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

 情報端末環境整備に伴うGIGA支援員の配置
　ICTの専門家であるGIGA支援員を定期的に各学校に派遣し、学習用情報端末iPadを
活用して効果的にICT教育を行うための支援を行います。

令和3年度の区立学校（園）の教育活動停止日令和3年度の区立学校（園）の教育活動停止日

　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。

 ｅラーニングの整備
　令和3年度から、学習用情報端末iPadでもeラーニングを活用できるよう整備を行っています。

支援の内容（例）
◦端末の整備や機器の操作支援
◦アプリケーションの活用支援
◦授業でのICT活用
◦教員の研修

ｅラーニングの内容（例）
◦ 国語科　◦ 社会科　
◦ 算数・数学科　◦ 理科　
◦ 英語科（外国語科・外国語活動）
◦ 都立高校の過去問題
　→ 問題演習をとおして理解を

確かめる
　→ 学習履歴を振り返り、学習管

理を行う。

期待できる効果
◦ ICT機器を活用した授業実践の不安を払拭
◦ 主体的・対話的で深い学びを実現するため

のICT機器活用の充実
◦ 教員の業務負担の軽減

期待できる効果
◦ 児童・生徒がいつでも、どこでも、

自分に必要な学習を、自分のペー
スで進めることができます。

◦ 学習履歴が残るため、自分の学習
の進捗を管理したり、学習履歴に
基づいて教員や保護者が指導・助
言を行うことができます。

〈夏季休業期間中〉　令和3年8月9日（月）から8月13日（金）まで
〈冬季休業期間中〉　令和3年12月28日（火）から令和4年1月5日（水）まで

　令和3年4月、五本木小学校に自閉症・情緒障害特別支援学級を開設
しました。
　本学級では、主にコミュニケーションに関する困難の改善を図ること
で、進級や進学を機に、通常の学級に学びの場を移していくことを目標
としています。
対　象：知的障害のない幼児・児童で次のいずれかに該当する方

ア  主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの
イ  自閉症またはそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの
※ 本学級の学習活動や対象とする幼児・児童の詳細は、区ホームページ（上コード）でご確認ください。

また、入級をご検討される場合は、事前に就学相談係（5722-9305）にご相談ください。

自閉症・情緒障害特別支援学級を開設しました自閉症・情緒障害特別支援学級を開設しました
問 教育支援課　☎ 03-5722-9322　FAX 03-3715-6951

※GIGA＝Global and Innovation Gateway for All
　（全ての人にグローバルで革新的な入り口を）の略

※ 詳細は、区ホームページ（右コード）
をご覧ください。



4 5

令和3年度  教育委員会の予算
問 教育政策課　☎ 03-5722-9432　FAX 03-5722-9332

　令和3年度の教育費は、前年度比1.2％減の106億5,915万
1千円です。
　教育委員会では、引き続き新型コロナウイルス感染症対策
に取り組むとともに、「新しい生活様式」を踏まえ、より一層
創意工夫した特色ある教育活動を着実に進めていきます。
　児童・生徒の安全対策のための経費、ICT教育の充実のた
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。

　感染症対策用品の購入のほか小・中学校では、行事の際の移動に伴い三密
回避の観点からバス台数を増やして手配するなどの対応を行います。図書館
では、新しい生活様式を踏まえ、図書館に来館しなくてもインターネットを
利用して電子書籍の貸出などができるサービスを新たに導入します。
■感染症対策用品の購入（18,805千円）（18,805千円）
■自然宿泊体験教室・連合行事に伴うバス台数の増（31,924千円）（31,924千円）
■電子書籍貸出サービスの導入（5,830千円）（5,830千円）　など

　区立小学校の登下校区域への防犯カメラの整備、午前5時間制導入により
登校時刻が早い学校について、スクールゾーンの時間帯変更までの間、交通
規制時間前の子どもたちの通学の安全を確保します。
■登下校区域防犯カメラの整備（3,829千円）（3,829千円）
■スクールゾーン規制時間前の交通安全体制の強化（8,329千円）（8,329千円）

　児童・生徒一人一台の情報端末環境整備に伴って支援員を配置し、eラーニ
ングによる学習支援を拡充します（詳細は3ページをご覧ください）。また、小・
中学校の教育用コンピューター機器のリース満了による新たな機器への入れ
替えに合わせて電子黒板機能付きプロジェクターの整備やICT機器を安全に利
用するための電気設備工事の実施など、ICT環境を充実させます。
■情報端末環境整備に伴う支援員の配置（128,436千円）（128,436千円）
■eラーニングを活用した学習支援（15,700千円）（15,700千円）
■教育用コンピューター機器更新（215,517千円）（215,517千円）

　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。また、教
職員出退勤管理システムの本格運用開始に当たり運用保守を行います。
■学校徴収金管理システムの導入（10,965千円）（10,965千円）
■教職員出退勤管理システムの運用保守（2,799千円）（2,799千円）

　全区立学校（小・中学校、幼稚園、こども園）でオリンピック・パラリンピック
教育の取組を引き続き実施します。また、全区立学校に東京2020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。
■オリンピック・パラリンピック教育推進事業の実施（3,900千円）（3,900千円）
■東京2020大会観戦の児童・生徒交通費（7,029千円）（7,029千円）

主な新規・充実事業等

令和3年度 教育費　10,659,151千円

教育総務費
2,781,753千円
26%

小学校費
4,499,736千円
42%

中学校費
1,419,685千円
14%

幼稚園費
340,563千円
3%

生涯学習費
1,617,414千円
15%

令和３年度
教育費
（歳出）

ICT教育の充実
（359,653千円）

新型コロナウイルス
感染症対策

（64,698千円）

学校における
働き方改革

（13,764千円）

オリンピック・
パラリンピック教育

（10,929千円）

活躍しています !　めぐろの子どもたち
～令和2年度目黒区教育委員会児童生徒表彰～

　教育委員会では、さまざまな活動の場における日常的な努力が認められる児童・生徒を
表彰しています。令和2年度は、小・中学生合わせて38名を表彰しました。活躍の詳細は、
区ホームページ（右コード）でご覧になれます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言が発令されたことから、
本年度は表彰式を中止としました。

問 教育政策課　☎ 03-5722-9300　FAX 03-5722-9332

目黒区の教育を支える授業スペシャリスト
～令和２年度目黒区立学校授業スペシャリスト表彰～

　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。令和2年度は2名が授業スペシャリ
ストに認定されました。授業スペシャリ
ストは、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。

音楽科　永
なが

綱
つな

 拓
たく

人
と

  主任教諭（東山小学校）
　コロナ禍にあって、これまで合唱やリコーダーの授業が
中心だった音楽科は、大きな変化を求められています。目
黒区立学校授業スペシャリスト
として、率先して学習用情報端末
iPadを活用するなどし、さらに授
業改善に取り組み、目黒区の子ど
もたちのために努力します。
英語科　椿

つばき
 恭
きょう

子
こ

  主任教諭（第八中学校）
　子どもたちが主体的に学び、達成感を得ることができる
ような授業作りをしてきました。中学校は令和3年度から
新学習指導要領が全面実施とな
ります。さらに自己研鑽を重ね、
目黒区立学校授業スペシャリス
トとして、目黒区の教育の充実
のために尽力していきます。（撮影の時のみ、マスクを外しています。）

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

令和2年度目黒区教育委員会児童生徒表彰被表彰者
小学生 中学生
新井　羽楽  碑小学校2年
太原　安理  碑小学校2年
増田　心海  碑小学校2年
平山　湊士  碑小学校3年
垣内はる菜  油面小学校2年
金田　遥仁  油面小学校2年
戸口あやか  油面小学校4年
川口　心花  大岡山小学校6年
鈴木　愛奈  烏森小学校2年
石黒　佑奈  鷹番小学校4年
田中　美遙  鷹番小学校5年
髙伊　果月  鷹番小学校6年
仲岡　茉音  鷹番小学校6年
赤瀬　宇紀  田道小学校3年

渡辺　知世  第一中学校3年
新井　登羽  第七中学校2年
市川向日葵  第七中学校3年
内中　響良  第八中学校3年
鈴木　瑛菜  第十中学校2年
原田　祐里  第十中学校3年
大西　あお  東山中学校3年
小牧　優斗  目黒中央中学校3年
鈴木　佳奈  目黒中央中学校3年
吉田恋々菜  目黒中央中学校3年

吉原　　明  田道小学校5年
塩澤　怜香  緑ケ丘小学校1年
市村奈菜子  原町小学校3年
平池　陸斗  原町小学校5年
石川　悠介  原町小学校6年
谷口　律揮  不動小学校3年
小林　愛雅  不動小学校6年
川原　克希  上目黒小学校4年
田中　ゆら  東根小学校2年
山下琥太郎  東根小学校4年
倉田　芽依  中根小学校2年
小野彩菜美  東山小学校3年
島津　葵衣  東山小学校3年
池本　究太  東山小学校4年

児童・生徒の
安全対策

（12,158千円）
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学校の特色ある授業や取り組み
　教育委員会では、児童・生徒がいじめのない学校を目指す態度を育てる
ことを目的として「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」を中学校区ごと
に実施しています。コロナ禍において、工夫しながら実施した2つの中学
校区の取り組みを紹介します。

緑ヶ丘小学校 〈第十一中学校区〉
　令和2年度は、テーマを「SNSいじめを起こさないために」としました。会議の日ま
でに各学級でいじめを起さないために何ができるのかを考え、意見を学校代表に届
け、学校代表は届いた意見をまとめあげて会議に参加しました。
　コロナ感染拡大防止のため、第十一中学校区の第十一中2年生・中根小5年生・
緑ヶ丘小5年生が一斉に集まることはできないので、各校の各学級から代表2名ず
つのみが会議に出席し、代表以外は自校でリモート参加をすることにしました。
　当日は、第十一中の生徒が司会を務め進行しました。会場の教室にプロジェク
ターとスクリーン、スピーカーを整え、オンラインで各校を結びました。オンライ
ン配信により会場とリモート参加者が、双方向で意見交換することができました。
オンラインを利用したことで全校児童・生徒が関わる子ども会議が、実現しました。
　全校児童・生徒でいじめ問題に取り組めたことで、「いじめを許さない」「いじめ
をなくす」等の意識を徹底させることができました。
　また、第十一中学校区の地域全体でいじめ問題を考える意識が高まり、一層魅力
的な地域になったと思います。

第九中学校
　第九中学校区では、いじめの根絶を図るため毎年度「いじめをなくすために私たちにできること、すべき
こと」というテーマで話し合いを積み重ねています。児童・生徒一人ひとりが、できることを考え、いじめ
をなくすために行動する人に育ってほしいからです。
　今年は、コロナ感染拡大防止のため例年のように全体で集まることはできませんでしたが、「いじめを考
えるめぐろ子ども会議」をどのように運営していくか生徒会を中心に考えました。
　その結果、小・中学生の代表による話し合いの機会を設け、会場に集まらない児童・生徒にオンライン配
信をすることにしました。
　事前に全ての学級でいじめ根絶に向けて自分のできることについて話し合いました。考える際には、「ピ
ラミッドランキング」（いじめ根絶に重要な言葉を6つ選びピラミッド型に並べる。）を用いて、そのワーク
シートに基づいて話し合いを進めました。
　会議当日は、各学校・学級の考えを持ち寄り話し合いを行いました。
当日参観していただいた教育委員会の教育指導課の先生から『第九中学
生は、司会として話し合いを円滑に進めるだけではなく、小学生が話し
やすいようにリードしていました。』とお褒めの言葉をいただきました。
第九中学校の生徒の大きな成長の場となりました。

悩みや困っていることがあったら相談しよう悩みや困っていることがあったら相談しよう
　発達に関するものを含めて児童・生徒に少しでも気になる様子が見られる場合、いじめ
や偏見等に悩んだ場合は、学校のほか、めぐろ学校サポートセンター（中目黒3−6−10）
においても、教育相談（来室・電話）を実施しています。その他の相談窓口を区ホームページ

（右コード）でお知らせしていますので、ご覧ください。

〈めぐろ学校サポートセンターの教育相談〉
【来室】月～土曜日　午前10時～午後5時　☎︎03-3712-4601（※要予約）
【電話】月～金曜日　午前10時～午後5時　☎︎03-3710-6770
※詳細は、区ホームページ（左コード）をご覧ください。

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

令和2年度いじめ防止啓発ポスター

リモート参加する児童

第九中の会場で

第十一中の会場で

(教育相談関連)

（その他の相談窓口）

【研究主題】外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせた学びの実現
　　　　　～「40分授業午前5時間制」におけるカリキュラム・マネジメントを生かして～

【研究主題】1コマ40分の授業づくり　午前5時間制の教育課程
　　　　　～単元編成と授業展開の研究開発、新しいカリキュラムの多様性～

〈研究の成果〉
①伝える力の向上
　T1（学級担任）とT2（ALT）による対話（ミニトーク／スモールトーク）
等の工夫をすることで、児童は対話を続けられるようになりました。
②主体的な学びの実現
　必然性のある学習活動を設定し、目的意識をもたせる等の工夫を
することで、児童の主体的な学びの実現につながりました。
③指導方法の改善
　中心となる活動で評価をし、その内容を分析し、次の授業の指導方
法を考えていきます。

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

・ 「40分授業午前5時間制」で生み出した時間を、
週1回20分間の短時間学習（English Time）や
他教科等との関連等に活用しています。

・ 創意工夫ある教育課程を支える「各教科等の指
導方法」に重点をおき、「40分授業午前5時間
制」における単元編成や授業展開について研究
を進めました。

外国語教育の
充実

各教科等の
指導方法の工夫

学級担任とALTによるトーク

思考ツールを活用した授業

サテライト会場で当日の授業を
公開

当日の授業者による発表は
オンラインで

烏森小学校　 令和3年1月22日

田道小学校　 令和2年12月11日

〈研究の成果〉
①単元プランの編成
　単元の学習内容の精選・重点化を図ったことで学習目標が明確に
なり、児童の学びを深めることができました。
②主体的・対話的で深い学びの授業デザインの提案
　学習のねらいに応じた個人と協働の学習を効果的に取り入れたこ
とで、児童は自分の考えをもって主体的に学習に取り組むことがで
きました。
③考える力を育成する授業の工夫
　授業を分析し、よりよい授業づくりを目指しました。また、授業の終
末に児童が記した振り返りカードに書かれた内容等を分析し、次の授
業の展開を工夫するようにしたことで考える力が育ってきています。

　目黒区では、平成14年度から各校の実情に応じて「40分授業午前5時間制」を順次実施しています。1単位
の授業時間を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」で生み出した時間を生かした創意工夫ある教育課程の開発を進めています。
　令和2年度は、中間発表として田道小学校と烏森小学校において研究発表会を開催しました。
※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。

令和元年度～5年度  文部科学省研究開発学校 研究発表会文部科学省研究開発学校 研究発表会
※新型コロナウイルス感染症対策を講じ、オンライン配信を活用して実施しました※新型コロナウイルス感染症対策を講じ、オンライン配信を活用して実施しました
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　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。また、新型
コロナウイルス感染拡大に伴い配信数
が増えていますので、ご登録ください。
　登録方法は、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。

　学校統合に伴い平成27年3月に閉校した第四中学校の記念碑を設置しました。
閉校記念碑は、令和3年4月に第四中学校跡地に開設した複合施設「こぶしえん」
の敷地東側（公開広場）に、第四中学校の歌碑と記念樹（姫こぶし）とともに設置し
ています。詳細は、区ホームページ（上コード）をご覧ください。

登録しましょう！登録しましょう！
めぐろ子ども見守りメールめぐろ子ども見守りメール

第四中学校閉校記念碑を設置しました第四中学校閉校記念碑を設置しました

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

問 学校統合推進課　☎ 03-5722-9301　FAX 03-5722-9332

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

第八中学校が文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞しました

　「いじめ防止対策の推進」の活動が、学校教育における教育実践等に
顕著な成果を挙げたものとして、第八中学校が令和2年度文部科学大
臣優秀教職員表彰を受賞しました。オンライン表彰式の様子は、文部
科学省ホームページ（左コード）でご覧になれます。

 問 教育指導課　☎03-5722-9311　FAX 03-3715-6951

　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。感染
症対策を講じながらの開催となる見込みです。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3年5月8日（土）・15日（土）  午前10時から
【会場】めぐろ学校サポートセンター 4階 第1研修室
　　　（中目黒3−6−10）
　　　＊例年と会場が異なります。

【内容】教育委員会の主な取組など
＊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
事前申込制

問 学校施設計画課　☎ 03-5722-9307　FAX 03-5722-9333
目黒区学校施設更新計画を策定しました目黒区学校施設更新計画を策定しました

　区立小・中学校31校のうち、26校が築50年以上を経過し、老朽化対策が喫緊の課題となっています。小・
中学校の建て替えなどを計画的に実施するため、更新の流れや整備手法などを具体的に示す学校施設更新
計画を令和3年3月に策定しました。計画（全文）は区ホームページ（上コード）でご覧になれます。

【学校施設の目指すべき姿】
◦教育内容をより充実させるための学校施設
◦全ての利用者にとって安全・安心な学校施設
◦地域拠点としての学校施設

【学校整備に当たっての基本方針】
◦改築（建て替え）を原則とする。
◦改築工事は学校単位の実施を原則とする。
◦ 改築を迎えるまでの修繕は各校の必要に応じたもの

とする。

【配信例】
  担当学年の教員がご家庭に電話連絡い
たします。お子様の健康状況と学習課
題への取組状況をお知らせください。


