
●お問い合わせ●　学校改築施設管理課　☎3908－9277

●お問い合わせ●　教育指導課　☎3908－9287

北区教育広報紙

　全児童が、小学校で習得すべき学力は小学校で身に付けられるように、３年生と４年生を対象に、放課
後を活用して国語と算数の補習教室を開いています。一人の指導者が、５～10名程度の児童の学習を
支援します。指導してくれる人は、学校で顔なじみの講師の方や地域の方です。児童一人ひとりのつま
ずきに合わせたきめ細かな指導で、学習理解を深めます。
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全小学校で学力フォローアップ教室を実施しています。

※改築ステーションまでの距離等によっ
てはスクールバス等の交通手段の確保を
検討する。

次の改築校
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改築ステーション活用イメージ

改築ステーションはどこに、いつできるの？Q

旧桜田小学校を改築ステーションとし
て整備するよ。平成29年度から工事を
始めて、平成30年度の夏には完成させ
て、まずは王子第一小学校の仮校舎とし
て活用していくよ。

A

　北区では老朽化した学校の改築を進めており、現在８校の改築を完了し、４校で設計や工事
をしています。
　改築事業を進めるにあたり、新築工事中の仮校舎の確保が課題でした。そのため、王子第一小
学校の改築（平成28年度着手）の際の仮移転先である旧桜田小学校を「改築ステーション」とし
て整備し、王子第一小学校の改築以降も、改築校の仮校舎として活用できるようにします。

「改築ステーション」整備「改築ステーション」整備「改築ステーション」整備

改築ステーションを作ると何がいいの？Q

今まで仮移転先が見つけられなかった学
校も、バス等で通学できる範囲なら改築
できるようになるよ。また、改築ステー
ションを利用すれば、改築の際に仮校舎
を用意しなくてもよくなるんだよ。

A

改築ステーションってなんだろう？Q

学校を改築する間、児童・生徒のみなさ
んを受け入れる仮校舎専用施設のこと
だよ。学校が遠い場合はスクールバス等
を活用しながら、複数の学校の仮校舎と
して使っていくよ。

A
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改築ステーション／学力フォローアップ教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1面）
学校図書館にいる人はだれ？／特別支援教室の拡大／社会を明るくする運動・・・・・・・・・・・・・・・・・（2面）
北区進路フェア2016／さあ夏休み！宿題等で困ったら図書館へGO! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3面）
保育園紹介／身のまわりで役立つ科学の話／おいしい給食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4面）
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　平成２４年度から３年間「東京都特別支援教室モデル事業」の指定を受け、通常の学級に在籍する知的な発達に遅れのない発達障害等の可能性のある児
童に対して、各学校に設置した特別支援教室において巡回指導を行ってきました。指定終了後も巡回指導の対象地域を拡大し、平成２８年度からは、全小
学校において、特別支援教室での巡回指導を開始しました。

　巡回指導を希望する場合は、在籍校の学級担任又は特別支援教育コーディネーターの先生に相談してください。在籍校内で巡回指導が適切な支援なの
か検討したり、校内で支援する方法について実践したりした上で、在籍校が巡回指導を申し込みます。

○巡回指導教員と学級担任との連携による、周囲の環境や学級への適応状態に応じたきめ細かな指導が受けられます。
○在籍学級での友達との関わりなど具体的な場面を通して、自分の気持ちや意見を伝えたり相手の気持ちや意見を受け止めたりする
　経験を積み上げ、生活の中の様々な場面でどのように行動すればよいか、対応の仕方を学べます。
○教科の補充的な学習を行うことで、自分の特性に合った学習方法を見つけ、自信をもって学習に向かえるようになります。

　特別支援教室での指導対象児童については、保護者との合意に基
づいて、各小学校の校長が申請し、北区教育委員会が決定します。 指導を受けている児童だけでなく、学級全体の状況を観察します。

特別支援教室 在籍学級

巡回指導教員
巡回指導教員

在籍学級担任

個別指導
校内の「在籍学級」と

「特別支援教室」を移動します。
児童の行動観察

指導の工夫

助言

　指導対象児童は、週に１～２時間、
校内に設置された特別支援教室へ
特別な指導を受けに行きます。

　巡回指導教員は、特別支援教室
で指導するとともに、在籍学級での
支援も行います。

　巡回指導教員が拠点校から各小学
校に出向き、在籍学級担任との相談の
上、児童の障害の状態に応じた指導を
実施します。
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全小学校で「特別支援教室」での巡回指導が始まりました。
じゅん　かい

●お問い合わせ●　教育支援担当課　☎３９０８－９２６９
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東京都北区滝野川 2-52-10 3908-9279 3908-1265〒114-8546

　今回は、桐ケ丘中学校の給食メニューの『エビ入り肉団子のスープ煮』を紹介します。
キャベツのやさしい食感と野菜がたっぷり食べられる献立です。えび入り肉団子は生姜がきいていて、魚
介と豚肉と合わせてとてもおいしい春雨入り団子スープです。えびのすり身が手に入らない時は、むきえ
びを包丁でたたいて豚肉に混ぜて団子を作ってみてください！ご家庭にある野菜を入れて家庭の味を
出してはいかがでしょうか。給 食

エビ入り肉団子のスープ煮

（４人分）材料 作り方
①大きい鍋に水をはり、鶏がらでスープを作る。家庭の場合はコン

　ソメ固形2個でも良い。

②Bの野菜を短冊に切っておく。春雨はぬるま湯で固めに戻してか

　ら１０㎝位に切る。きくらげも戻してから大きめに切る。

③Aの材料をすべてビニールに入れて、よくもむ。２ｃｍ位の団子　

　を作る。やわらかすぎたら片栗粉を多く入れて調節する。

　※団子は、やわらかい方がおいしい。

④①のがらスープに野菜を固い物から入れる。８分目野菜に火が通

　ったらそこに③の団子を直接入れる。団子に火が入ったら、調味

　して春雨とスナップえんどうを入れる。一煮立ちして出来上がり！

　「殺人現場に大根おろしをまいてみたらどうなるのだろう」、オソ
ロシイ感想が北区サイエンスラボに参加する中学生から聞こえて
きました。ルミノール反応を取り上げた実験教室の一コマ。科学の
目で見ると大根と犯罪捜査にも意外な共通点があるのです。
　犯人がきれいに掃除した殺人現場に、ルミノール液をスプレー
すると青い光が浮かび上がる・・・血のあとを見つける場面を、刑
事ドラマで見たことがあるかもしれません。
　なんと大根もルミノール反応で光るのです！その秘密は酵素。大
根の酵素（ペルオキシダーゼ）と血液の成分ヘモグロビンは、「ヘ
ム鉄」という同じ物質を持つので、どちらもルミノールの化学反応
を進めます。ちなみに血液と確定するためには他の検査と組み合
わせるので、殺人現場に大根おろしをまいても、特に意味はないと
思います。念のため。（お茶の水女子大学　貞光千春）
　　

お茶の水女子大学サイエンス＆エデュケーションセンター連携企画

「大根と犯罪捜査の関係は？」身のまわりで役立つ科学の話

▲大根の輪切りにルミノール液をかけると ▲ダイコンが青く光る！

　園目標「心も体も健やかな子ども」のもと、自分も友達も大切にできる子どもの育成に努め
ています。1階は2歳児から5歳児の部屋が並んでおり廊下で積み木遊びやごっこ遊びを通し
て異年齢の自然な関わりが生まれます。
　5歳児年長組は、各クラスの人数を事務所や調理室に報告したり、お昼寝の準備や後片付け
を手伝ったり、生き物の世話をするなど保育園の運営に関わる「仕事」をします。また、近隣の
二つの小学校と交流をしています。給食体験や学校探検、そして教室に入って実際に席に座ら
せてもらうことで就学への期待が高まります。
　地域のつながりも大切にしており、王子の狐の行列に子どもたちも参加しています。
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えびすり身・・・20g 食塩・・・少々
豚肉ももひき肉・・・80g 醤油・・・大さじ1/2
豆腐・・・20g ゴマ油・・・少々
長ねぎ・・・20g 鶏卵・・・8g
生姜・・・4g 片栗粉・・・小さじ2

A

B

キャベツ・・・200g 白こしょう・・・少々
人参・・・40g 酒・・・小さじ1
たけのこ水煮・・・20g 醤油・・・小さじ1/2
きくらげ（乾燥）・・・2g スナップえんどう・・・30g
春雨（乾燥）・・・20g 
食塩・・・ 少 （々固形スープを入れる場合は必要なし）

水・・・640cc 鶏がら・・・60g
（固形スープの素でも可能）
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王子保育園
70周年を迎えました

王子の狐の行列

保保保保保育育育園園園紹紹介介介
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