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「くおん」についてのご意見、ご感想をお待ちしております

町会・自治会では回覧でお読みください
かいらん

平成27年度使用教科書採択結果・教育委員会事務局移転・入学前子育てセミナー
スクラムサポート全校実施・桐ケ丘郷小学校ビオトープ
平成27年度新入学案内・飛鳥山の魅力探し・田端小学校改修工事
学校自慢（西浮間小学校）・読書週間・おいしい給食（豊川小学校）
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……………………（3面）
……………………（4面）

c o n t e n t s

　北区では、
 ちょう  しゃ

庁舎の耐震
たい　さく

対策として、
きゅう

旧滝野川中学
校校舎を庁舎として

  かい  しゅう

改修し、現在北区役所第二庁舎
にある教育委員会事務局を移転します。

あわ

併せて、教
育相談所と教育未来館も移転します。移転場所、移
転日程は以下のとおりです。

○移転場所
　庁舎名：北区役所滝野川分庁舎
　住　所：北区滝野川２－52－10（旧滝野川中学校）
　　　　　JR王子駅北口から徒歩約10分

○移転
   ぶ　 しょ

部署と
にっ　 てい

日程
　（１）教育

せい   さく

政策課、学校
 かい  ちく    し　せつ   かん　 り

改築施設管理課、学校
   し　えん

支援課、学校
　　　　

  ち　 いき  れん  けい

地域連携担当課、教育
   し　どう

指導課（教育相談所・就学相談
　　　　室を含む）、教育

かい  かく

改革・教育支援担当、
しょう  がい

生涯学習・スポ
　　　　ーツ

しん  こう

振興課、スポーツ施策
すい　しん

推進担当課、東京オリンピ
　　　　ック・パラリンピック担当課、学校適正配置担当課
　　　　⇒平成27年１月５日（月）から業務開始予定
　（２）教育未来館（不登校対策室・教科書センター含む）
　　　　⇒平成27年３月下旬　業務開始予定

○移転後の庁舎レイアウト
庁舎棟

※詳細については、決まり次第今後の北区ニュースなどでお知らせします。

小学校入学前子育てセミナー小学校入学前子育てセミナー
期待と喜びをもって入学するために

　
しゅう がく

就学前から期待と喜びをもって小学校に入学し、新しい
 かん きょう

環境の中でも自分を
 はっ　き

発揮して、生き生
きと過ごしていく力が育まれる経験とはどのような経験なのでしょうか。
　小学校、保育園、幼稚園、５名の校長・園長が

   ざ   だん

座談会形式で小学校に入学するまでに経験させ
たい内容についてお話します。
　参加対象：平成27年４月に小学校に入学するお子さんの

   ほ　 ご　しゃ

保護者、保育・教育関係者、区民、学生
　　　　　　※お子さんの同伴入場可
　参 加 費：無料

１　日　　時　　10月25日（土曜日）10時から　正午まで
２　会　　場　　北とぴあ　13階　飛鳥ホール
３　参加申込　　電話・ＦＡＸにて申込
　　　　　　　　※９月中旬頃に各園で

 はい   ふ

配布する案内チラシまたは北区
　　　　　　　　　ホームページから申込様式をダウンロードしてお申込みください
４　

あず

預かり保育　３・４・５歳児　先着25名まで
　　　　　　　　詳細は案内チラシをご

らん

覧ください。（要電話申込）

平成27年度の教科書（小学校）が決まりました平成27年度の教科書（小学校）が決まりました
８月８日の教育委員会において、北区立小学校で平成27年度から使用する教科書を、次のとおり

さい   たく

採択しました。

国　語……東京書籍「新編  新しい国語」

書　写……東京書籍「新編  新しい書写」

社　会……東京書籍「新編  新しい社会」

地　図……帝国書院「楽しく学ぶ  小学生の地図帳」

算　数……東京書籍「新編  新しい算数」

理　科……東京書籍「新編  新しい理科」

生　活……教育出版「せいかつ」

音　楽……教育芸術社「小学生の音楽」

図画工作…日本文教出版「図画工作」

家　庭……東京書籍「新編  新しい家庭」

保　健……学研教育みらい「新・みんなの保健」

教育委員会事務局が移転します
い　　　てん

教育指導課　m3908－9287
きょう  いく　  し　  どう    か

 きょう  いく   せい   さく    か

教育政策課　m3908－9279
 きょう  いく   せい   さく    か

教育政策課　m3908－9279　FAX3908－9373

授業で教科書を使って学習する児童

４階

３階

２階

１階

学校適正配置担当課

教育相談所

教育長室

学校改築施設管理課

学校支援課 東京オリンピック・
パラリンピック担当課

教育政策課

教育指導課

スポーツ施策推進担当課

教科書センター

教育委員会室

学校地域連携担当課

生涯学習・
スポーツ振興課

教育未来館

教育改革・教育支援担当

（監査事務局）

（選挙管理委員会事務局）

２階

１階

不登校対策室

不登校対策室
体育館

体育館棟

参加者
募集

教科書採択の流れ

意
見

東京都教育委員会

北区教育委員会
公正かつ適正に、北区立学校で
使用する教科用図書を採択する

教科用図書調査委員会

教科別に調査研究を行う
委員：校長、教員

北区立小学校

校長が学校の
意見をまとめる

幅広い視野から調査・審議を行う
委員：学識経験者、保護者代表、
　　  校長・教員代表

教科用図書選定審議委員会
区
民

報告 依頼

報告 指導・助言

依頼資料提出 報告 調査



　北区立中学校に
 はい　ち

配置した家庭学習アドバイザー（外部講師）が、学年・教科の教員と
れん  けい

連携し、希望する生徒の「数学」及び「英語」の家
庭学習を

  し　 えん

支援しています。ねらいは、生徒個々の課題
かい  けつ

解決と学習意欲の向上、家庭学習の習慣化を図ることです。平成23年度から
だん

段
　
かい  てき

階的に
 どう にゅう

導入し、平成26年４月からは全12校で実施しています。各学校の
じょう きょう

状況に合わせて、対象の学年や実施日を決めています。

数 学（対象者151名）
・分からなかった問題が解けるようになった。（49人)

・授業やテストが分かるようになった。(17人)

・分かりやすく教えてもらい数学が好きになってきた。説明がうまい。   

　（13人)

・家で勉強をするようになった。(７人)

・数学がおもしろいと思えるようになってきた。(５人)

・成績が上がった。(５人)

・ミスをした問題でも解説をしてもらいよく分かった。(３人)

・予習や復習をするようになった。(３人)

・苦手な部分を繰り返し学習できる。

・自分のレベルに合わせて少しずつレベルアップしていくのがよい。

英 語（対象者123名）
・分からなかったところが分かるようになった。(20人)

・授業内容が分かるようになった。楽しくなってきた。(19人)

・家庭学習をするようになった。(17人)

・簡単なプリントからやってくれる、分かりにくいところは赤線を引い

　てくれる。説明がていねいで分かりやすい。(12人)

・授業の後で分からないところをいつでも聞ける。(８人)

・単語や文法、文のつくり方など学習内容が分かってきた。(６人)

・テストの点数が上がった。(４人)

・先生とのふれあいが楽しかった。(３人)

・小テストをするので、自分の理解度が確認できる。

・学習の目標が立てられるようになった。

１．家庭学習アドバイザーの
　　アドバイスはよく分かり
　　ますか。

２．アドバイザーから出され
　　る宿題や課題を自宅（で
　　きない時は指導を受ける
　　部屋）で行っていますか。

３．アドバイスを受けるよう
　　になってから家庭で学習
　　をするようになりました
　　か。

４．アドバイスを受けるよう
　　になってから、授業内容
　　がわかるようになりまし
　　たか。

【アドバイスを受けて良かったこと】【アンケート設問】

中学校スクラム・サポート事業　全校実施
じっ　　  し

 きり　　が　   おか　 さと　しょう　 がっ　 こう

桐 ケ 丘 郷 小 学 校 ビ オ ト ー プ の 生 き 物 お
 ひっ      こ

引 越 し 大 作 戦
　桐ケ丘郷小学校では、この夏休みに「ビオトープ」にすむメダカ
たちの引越しがありました。
　桐ケ丘郷小学校は児童数の

 ぞう　 か

増加に
ともな

伴い教育環境を
じゅう  じつ

充実させるた
め、今の

こう  しゃ

校舎の北側に新たに校舎を
ぞう   ちく

増築することになりました。
　校舎を増築できる場所が

かぎ

限られていたため、やむなくビオトープ
を正門の

そば

側に
  い　 せつ

移設することになりました。
　今回はそれまでの間の

かり

仮の住まいとして、校庭の
   こ　 かげ

木陰に作った
か

仮
　
せつ

設の池に引越しをしました。同校のビオトープには、メダカをはじ
めとした

 ぎょ　るい

魚類や、クロモやエビモといった水草、トンボやカエルの
よう  せい

幼生などが多く
く

暮らしています。引越しは、同校の児童のみなさん
のお手伝いもあって

ぶ　  じ

無事に行われました。
 「メダカの

うご

動きがとても速かった」「水草を持ち上げると重いくら
い生えていてびっくりした」などの

かん  そう

感想が聞かれました。環境学習

として児童が関わりながら時間をかけて新しいビオトープを完成さ
せていく予定です。今から楽しみですね。

学校改築施設管理課管理係　m3908－9268
がっ   こう   かい   ちく　 し     せつ   かん     り　  か　  かん     り  かかり

当てはまらない 無回答

当てはまる どちらかといえば、
当てはまる

どちらかといえば、
当てはまらない
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6％ 1％ 4％
数 学 英 語

家庭
※個別学習状況カルテ

家庭学習の習慣化

参加した生徒のアンケートから・・・（数学１５１名・英語１２３名）

　アドバイザーが生徒一人
ひとりにカルテを作成し、
学習状況を細かく記録する
ことで、学校の教員と情報
共有を密にしています。

教育指導課　m3908－9287
きょう  いく　  し　  どう    か

学校

生徒のつまずきに合わせた課題解決



平成２７年度
　新入学のご案内

学校支援課学事係　m3908－1541
がっ   こう　 し　  えん　 か　 がく　 じ　 かかり

　６月中旬から７月上旬にかけて、都立王子総合高校２年の生徒18
名が飛鳥山公園の魅力

さが

探しに取り組みました。
　これは同校の教科「

 ほう　 し

奉仕」のうち環境
   ほ　 ぜん

保全分野・環境講座という
授業で、今回は高校生の目で飛鳥山の魅力を再発見し、その情報を
広く

  てい きょう

提供して、人々が飛鳥山をより楽しめるように手助けすること
を目的に行いました。
　授業は北区飛鳥山博物館の学芸員を講師として計４回行われ、初
回は飛鳥山の歴史と園内の

 はい　 ち

配置などを
かく  にん

確認しました。2・3回目は公
園内を５ゾーンに分け、グループごとに

ぶん   たん

分担して野外調査。紹介し
たいポイントをリストアップして、各ゾーンには

 とく  ちょう

特徴を表現する名

称も付けました。最終回では一人１ポイントを選び出して、それぞ
れに短い紹介文を作り、全員で飛鳥山の白地図に

は

貼りこみました。
　飛鳥山は明治時代から

そう　ごう　てき

総合的な野外学習の場として利用されてい
ましたが、現代を生きる生徒たちも梅雨の雨に

ぬ

濡れながら、
 せき　 ひ

石碑、植
物、遊具、あるいはザリガニ池などさまざまな

   し　 てん

視点からおすすめポイン
トを見つけだしてく
れました。地図は今
後公開しますので、
皆さんも高校生によ
る飛鳥山の魅力紹
介マップを見かけた
ら、公園

さん　さく

散策の参考
にしてみてください。

　日本
こく　せき

国籍の方へは、中学新１年生は11月下旬に、小学新１年生は
12月上旬に、就学通知書をお

とど

届けします。外国籍の方で区立学校へ
の入学を希望される方は、就学の申請が必要となりますので、10月
１日

   い　 こう

以降にお子さんと保護者の在留カード等をお持ちになって、学
校

　し　  えん　か

支援課へお越しください。
　指定校変更・区域外就学の許可基準にあてはまる方で変更を希望
する方は、就学通知書を受け取ってから申請手続きをしてください。
希望者が受入定員を超えた学校の抽選は、平成27年１月中旬を予定
しています。
　新入学に伴う学校説明会は、小学校は１月下旬から実施します。
中学校は、小学校を通じてご案内しています。
　なお、区立学校の学級

へん　せい

編制を
えん　かつ

円滑に行うために、入学意思の確認
が必要となります。小学校の場合は就学時健診時に、中学校の場合
は学校説明会や入学意向調査（私立学校等へ入学される方も必ずご
回答ください）等で、確認させていただきます。その後、受験や

てん

転
　
きょ

居などで、進学先がかわる場合などは、必ず学校に連絡してくださ
い。

　北区は、「
　ち    いき

地域の子どもは地域で育てる、地域で守る」ことを
ぜん　てい

前提
に、就学すべき小学校及び中学校を住所地（住民

　き　 ほん

基本台帳法の
  き　 てい

規定
により届け出た住所）により指定する指定校制度をとっています。
原則として、住所により定められた通学

   く　 いき

区域内の指定校に入学して
いただくことになります。

　ご家庭やお子さんに特別な
　じ　じょう

事情があり、それが区の定める
 きょ　 か　　き

許可基
　
じゅん

準にあてはまる場合は、指定校変更・区域外就学の申請をすること
ができます。
　ただし、通学区域内の児童生徒数が多い学校は受け入れを制限す
る場合があります。また、指定校変更・区域外就学の希望者が受入
定員を超えた学校については抽選となりますので、ご希望の学校に
変更することができない可能性もあります。特に通学区域内の児童
生徒数が多く、教室数に

　よ　 ゆう

余裕がない学校については変更が
むずか

難しくな
ります。
指定校変更：北区に住民登録がある方が、事情により指定校以外の
　　　　　　北区立の小・中学校へ通学を希望する場合。
区域外就学：北区外に住民登録がある方が、事情により北区立の小・
　　　　　　中学校へ通学を希望する場合。

就学する小中学校について～
　 し　  てい

指定校制度～ 新入学手続きの流れ

指定校変更・区域外就学について

学校説明会、通学区域、指定校変更・区域外就学の許可基準に
つきましては、北区ホームページをご覧ください。

高校生が見つけた！ 飛鳥山の魅力高校生が見つけた！ 飛鳥山の魅力
み  りょくあす　　か　　やま

学校改築施設管理課技術係　m3908－9281
がっ   こう   かい   ちく　 し     せつ   かん     り　  か　　ぎ　じゅつかかり

～学校
　　し　　 せつ

施設の
　ちょう  じゅ    みょう　 か

長寿命化・教育環境の
  じゅう　 じつ

充実に向けて～
　 た　　 ばた

田端小学校リフレッシュ
 かい　  しゅう

改修工事（第Ⅰ
き

期）

　今年度から北区では、
とう  めん

当面改築に
いた

至らない学校について、施設の
長寿命化と教育環境の充実を図るために、計画的に「リフレッシュ
改修」工事を実施しています。
　最初のリフレッシュ改修校は、この４月に

たき　 の　 がわ

滝野川第一小学校と滝
野川第七小学校が

とう   ごう

統合して誕生した田端小学校です。
　田端小学校では、統合に伴う教育環境の

 せい　 び

整備・充実と、
 ろう  きゅう　か

老朽化し
た施設・設備の更新により施設の長寿命化を図ることを目的に、今
年度から

ふく すう

複数年度に分けて改修工事を実施します。
　なお、２校目の改修校として、

にし　 が 　はら

西ケ原小学校を計画し、来年度に
は工事を行う予定です。
　北区では、今後も教育環境の充実に向け、区立小・中学校の計画
的な改築・改修に取り組んでいきます。

※工事中の学習環境を確保するため、夏休みを中心に実施しま
　した。
教育環境の充実
　トイレの改修（

  べん　き

便器の
  よう　しき　か

洋式化、「だれでもトイレ」の
しん　せつ

新設）
　

　ふ　 つう

普通教室、階段、廊下及び
とく　べつ

特別教室（一部）の床改修

長寿命化に資する工事
　

がい　へき

外壁の改修、屋上
ぼう　すい

防水、
じゅ　すい　そう

受水槽改修、給食室の部分改修
教育環境の充実
　校庭の人工芝生化、特別教室への

 くう  ちょう   き

空調機新設、教室・廊下の
　内装工事
防災対策の充実、環境面への配慮
　マンホールトイレの新設、屋上緑化、

へき　めん

壁面緑化

写真提供：都政新報社

だれでもトイレを設置しました 階段・廊下の床をきれいにしました

飛鳥山博物館　m3916－1133
あす　 か　 やま　 はく  ぶつ　かん

田端小学校のリフレッシュ改修工事（第Ⅰ期）の内容
（今年度実施）

田端小学校のリフレッシュ改修工事（第Ⅱ期）の内容
（来年度以降実施予定）
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西 浮 間 小 学 校西 浮 間 小 学 校　浮間地区では、地域の方がさくら草の
  ほ　ぞん

保存に取り
組んでいます。西浮間小学校でもさくら草を育てよ
うと昭和59年から一人一鉢栽培を始め、今年で30年
を迎えました。地域の方にさくら草の育て方を教え
ていただいています。毎年４月には、さくら草の開
花にあわせて、「さくら草まつり」を実施し、さくら草
の歴史、育て方、歌などを地域の方、保護者の方に
発表しています。子どもたちは、さくら草の栽培を
　
とお

通して、地域への愛情と命の大切さを学んでいます。

　
  い　 がく  ねん

異学年交流として、１年生から６年生までの児童
が17人

　て　いど

程度で
はん

班を作り、フレンド班活動をしていま
す。毎週水曜日には、上級生がみんなで楽しめる遊
びを考えてフレンド班で遊びます。「お兄さんお姉さ
んと一緒に遊んで楽しかった。」「１年生のことを考え
て、ルールを工夫しよう。」など遊びを通して、上級生
へのあこがれや下級生を思いやる気持ちが育ってい
ます。５月には校庭で「こいのぼり会食」をしまし
た。全校遠足では上級生と下級生が手をつなぎ、「赤
羽自然観察公園」に歩いて行き、フレンド班で一緒
に遊びお弁当を食べて楽しい１日を過ごしました。

　西浮間小学校は、昭和33年に開校し、今年で
そう　りつ

創立55年を迎えます。
　オープンスペースで学習できる４階建ての新校
舎に

うつ

移り、６年が経ちました。
　１階の広いアリーナは、地域の方にも開放して
います。２階のメディアセンターは、図書コーナー
とパソコンコーナーが

いっ　しょ

一緒にあり、調べ学習など
で活用しています。屋上のプールは

　か　 どう

可動床です。
　また、毎年４月下旬から５月上旬には、地域や
保護者の方が校庭いっぱいに「こいのぼり」を飾
ってくださっています。地域の方々に支えられ、
605人の児童は、元気に学習したり、遊んだりし
ています。

◎ 一人一鉢さくら草栽培（３０周年） ◎フレンド班活動しょう　  が  っ　  こ  うにし　　  うき 　　 ま

たしかな学び  あたたかな心
　　　 すこやかな体  たくましい力

　現在は４年生から６年生までの59人が
すい  そう  がく

吹奏楽に取
り組んでいます。始業前の時間や土曜日などを活用
して練習しています。さくら草まつり、運動会、フ
ァミリーフェスティバル、音楽会などで演奏してい
ます。今年度は、地域のさくら草まつりの時に、浮間
舟渡駅前で

えん そう

演奏したり、
北京大学

  ふ　ぞく

付属小学校、セ
ブンヒルズスクールとの
交流会でも演奏したりし
ました。

◎スクールバンド

10月27日～11月9日は

読書週間です
　読書週間は、読書の

 しゅう  かん

習慣を身につける良いチャンスです。毎日の生活の中に少しでも本を読む時間を作ってみ
ませんか？それが習慣になればしめたものです。

けい　ぞく

継続は力なりです。そして“読む力は生きる力”です。北区の
図書館では、皆さんに本に親しんでもらうための出会いの場をたくさん作っています。その一部を紹介します。

　「ビブリオバトル」とは、発表者（バトラー）が
自分のおすすめ本を持ち時間５分で

 しょ  ひょう

書評し、参
加者が一番読みたくなった本（チャンプ本）を決
定するという、ゲーム

かん   かく

感覚を取り入れた新しいス
タイルの書評合戦のことです。昨年から中央図
書館で始まった「ビブリオバトル」も、９月に６回
目を

むか

迎えました。参加者はみんな本好きばかり。
「発表はちょっと苦手」という人は、

かん  せん

観戦だけで
も

だい   かん  げい

大歓迎です。
　自分のお気に入りの本が人に伝わり、その人
がさらにお友だちや知り合いにすすめてくれた
ら…などと考えると何だかワクワクしませんか？

★５分間に本への想いを込めて

「ビブリオバトル」
　中央図書館で毎月第１土曜日
かい　さい

開催の「読書会」では、中・高校
生や大人と一緒に課題本を読ん
で感想を話し合います。作品の受
け止め方は人それぞれですが、言
いたいことを言い合えば、一人で
読むよりグッと作品への理解が
深まります。
　「お兄さんやお姉さん、大人は
どんな感想を話すんだろう…」そ
う思ったら、ぜひ一度見学に来て
ください。

★本を読んで感じたことを言い合おう

「図書館で読書会」

中央図書館　m5993－1125
ちゅう  おう　  と    しょ   かん

第27回
作ってみませんか？ 材 料（4人分）作　り　方

①麦ごはんを炊く。
②肉と野菜を炒め煮にする。
肉を炒めたのちに硬い野菜から順番に炒
め、だし汁を加えて煮る。味付けは３種の
みそとざらめで。
豚肉：幅広

たん ざく

短冊切り、しょうゆと日本酒で
下味をつける、たまねぎ：スライス、にん
じん：いちょう切り、小松菜：２㎝長カッ
ト、たけのこ水煮：短冊切り
③仕上げに水溶き片栗粉でとろみを付ける。
④丼に炊きあがった麦ごはんを

も

盛り、上から
　豚みそ炒めの具をかけて出来上がり。
☆給食は大量調理のため、使用する器具や
火力が家庭用と

こと

異なるため、出来上がりは
若干異なります。

米………………………………375g
麦…………………………………20g
油…………………………………1.5g
豚もも肉またはロース肉……120g
（手に入れば東京エックスで）　
しょうゆ、酒……………………各5g
しょうが…………………………少々
たまねぎ………………………160g
にんじん…………………………50g
たけのこ水煮……………………40g
小松菜…………………………100g
だし汁…………………………150cc
（水 150cc　かつお厚けずり ３g）
赤みそ……………………………18g
白みそ……………………………12g
八丁みそ…………………………12g
ざらめ……………………………10g
（なければ家にある砂糖）
片栗粉……………………………12g
水…………………………………30cc

　豊川小学校では、豚肉に東京エッ
クスを使用したり、野菜についても
季節に応じて東京都産の小松菜やキ
ャベツを使用するようにしています。
また、東京都の島しょ部（八丈島な
ど）産のトビウオのミンチや、明日
葉、糸寒天なども取り入れています。
　今回紹介する「豚みそ丼」は、豚
肉は東京エックスを使用し、東京都
江戸川区産の小松菜を使用します。
給食の時間には、子どもたちが給食
の中の東京都を探し、自分たちの住
む東京都を身近に感じられるように
しています。

～給食の中の東京都を
さが

探してみよう～

「豚みそ丼」

　北区の図書館では、定期的に赤ちゃん向け・幼児向けの「おはなし会」
を行っています。
　赤ちゃん向けは、ご家庭でも読み聞かせや手あそび、わらべうたができ
るようなプログラム。幼児向けには、季節にちなんだ絵本やかがく絵本を
中心として子どもたちが楽しめるよう工夫しています。さらに中央図書館
では、小学生向けの「おはなし会」、「

 かみ  しば　い

紙芝居」を行っています。どの図書
館でも参加する人の年齢に合わせたさまざまな
プログラムを用意しています。
　また、図書館職員やボランティアが小学校に
出向き、テーマに沿って本を紹介する「ブック
トーク」も実施しています。
　目にも耳にも心地よい口伝えのおはなしを体
感してみませんか？

★目と耳で体感する本の世界

「おはなし会」と「ブックトーク」

（豚肉:東京エックス使用、
　　　　 小松菜：東京都内で

 しゅう  かく

収穫されたもの）

学 校 自 慢学 校 自 慢 第20回


