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東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が近づいてきました。
千代田区では全園、全校が教育課程に明確に位置づけ、様々な教育活動に取り組んでいます。
前号に引き続き、各校・園のオリパラ教育活動を1面でご紹介します。
今回は、四番町保育園にオリンピアン、千代田区立スポーツセンターにパラリンピアンを招いて行ったイベントのレポートです。
今後も、大会が子どもたちにとって意義深いものとなるよう、体験や活動を重視した様々なオリパラ教育を推進していきます。

保育園

1月18日（土）麹町保育園と四番町保育園共催事業「楽しみサタデー（Let'ｓ2020）」が開催され、北京2008オリン
ピックで活躍された小椋久美子さんを招いて、
「こどもバドミントン教室」が四番町保育園（仮園舎）で行われました。当
日は2園の園児と地域の園児、約80名とその保護者が参加しました。
教室の中で小椋さんは、バドミントンにちなんだ遊びを通してその楽しさや魅力を子どもたちに伝えました。
「おぐちゃんと呼んでね。」
という小椋さんの言葉に初めは照れていた子どもたちですが、大きなシャトルを手でキャッ
チする
「シャトルキャッチ」、
ラケットの上にシャトルを乗せて歩く
「シャトルリレー」、天井から紐でぶら下げたシャトルを打
ち合う
「みんなでラリー」
とゲームが進むうちにどんどん積極的になりました。
最後の小椋さんと保護者とのラリーでは、多くの園児も参加を希望。2組の親子がラリーを体験したところで、楽しい

講師の小椋久美子さん

時間は終了となりました。

みんなで
「シャトルキャッチ」

小学校

上手くできるかな
「シャトルリレー」

感謝の気持ちを込めて花束贈呈

楽しい一日になりました

12月6日（金）千代田区立スポーツセンターでは、
「 Letʼs play！ パラスポーツちよだ2019 〜パラスポーツをやっ
てみよう！〜」
と題し、パラアスリートの方々6名を招いて、障がい者スポーツ等を体験するイベントが行われました。当
日は、千代田小学校・九段小学校・お茶の水小学校の3・4年生、合計213名が参加しました。

アスリートからは、車いすバスケットボール、5人制サッカー、ボッチャ、パワーリフティング、競技用義足着用体験等の説明があり、
「楽しんで
やってみましょう！」
とお話がありました。児童たちは5つのグループに分かれ、
「よろしくお願いします！」
「ありがとうございました！」
と元気よく挨
拶しながら、体験コーナーを順番に回りました。
車いすバスケットボールの体験コーナーでは、
アスリートが持ったボールを児童9人がかりで奪いにいきますが、
アスリートの素早いターンとド
リブルでなかなか追いつけません。他の体験コーナーでも、
アスリートと児童の間で体験後の感想を語り合うなど、交流の輪が生まれました。

競技の説明を聞きます

この広報は再生紙を使用しています。

会場の様子

みんなで競技体験

いつもと違う体験にドキドキ

教育広報「かけはし」（120号） 令和2年3月10日発行

1

TOKYO GLOBAL GATEWAY体験報告
〜東京・青海に誕生した英語体験型施設〜
12月10日（火）、江東区青海の「TOKYO GLOBAL
GATEWAY（TGG）」において「英語村」研修が行われ、九

段中等教育学校の１年生159名が参加しました。TGG
は、館内全てが英語使用の体験型施設で、まるで外国に
いるようなリアルな空間の中で英語を使う体験ができ
ます。

この研修は、日々の英語学習内容の活用・定着を図る

とともに、英語によるコミュニケーション能力を高める
ことを目的としたものです。

生徒は20チームに分かれ、
各チームには外国人ナビゲーターがついて、
施設内の体験コーナーを回りました。

仮想大学のキャンパス内では、
「Education Center」で留学生になったつもりでいろいろ相談したり、
「Student Cafe」で

飲み物をカスタマイズしてオーダーしたりしました。その他、
病院、
薬局、
ビストロ、
旅行代理店、
飛行機内などさまざまなシ
チュエーションによる疑似体験の中で、
生徒たちは英語によるコミュニケーションに挑戦しました。
最初は戸惑い気味だった生徒たちも、
次第にジェスチャーなどを交えて、
声も大きくなり、
自信をつけていくのが印象的でした。

各チームに外国人ナビゲーターがつきます

航空機内の疑似体験ができます

上手に注文できるかな

いろいろな体験コースがあります

研究協力校の発表
千代田区教育委員会は、学校・園が当面する教育課題について研究し、教育課程、指導内容・方法、学校運営などについて改善

を進めるため、原則として2年間にわたって研究を深め、その成果を広く発信する研究協力校・園を指定しています。
本号では 、１月に発表を行った２校の研究課題について紹介します。

九段小学校（1月31日）

麹町小学校
（1月24日）

教科とともにあるプログラミング的思考の育成

多様な考えを認め合い、協働的に学ぶ児童の育成〜いのちの言葉を紡いで〜

４月から小学校では、プログラミング教育が始まります。教科として

本研究主題に迫るために特別活動、学級活動を通して手だてを５つと

プログラミングという時間ができるわけではありませんが、実際プログ

りました。
「話合い10のやくそく」の掲示、計画委員会の有効な実施、学級

ラミングをしてコンピュータを動かす体験を行います。本校では、特に

会カード、ふり返りカードの活用、終末の助言の精選です。また言葉の深

教科と関連させてプログラミング教育を行うことに力を入れて研究し

さ、大きさに注目しながら研究を進めた結果「いのちのことば」の定義、そ

ています。例えば算数では計算の仕方や図形の判別、理科では水の循環

の具体的な姿も見出すことができました。

の流れなどでプログラミングを行う時間を取り入れながら学習をして
きました。

2

１月24日の研究発表会では、全18学級が学級会の授業を公開し、その
後、学年ごとに協議会を設けました。授業者と参観者が顔を突き合わせな

プログラミング教育は、身近な物がコンピュータで動いていることに

がら、学級会の進め方についていろいろな視点で協議することができま

気付く“アンテナ”を育み、プログラミングをするときの思考の仕方は論

した。全体会では、
「座談会」という形で参観者の皆様とともに「多数決は

理的な思考力も育みます。今後、プログラミング教育を充実させ、教科の

常識？」
「学級会における教員の役割」について、本校の教員劇を交えなが

理解を深めつつ、コンピュータに対する関心や論理的な思考力を育んで

ら考え、充実した時間をつくることができたのではないか、と考えていま

いきます。

す。研究主題に迫る教育活動を、今後も継続してまいります。
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千代田区教育委員会では、区立中学校生徒海外交流教育として、英国ウエストミンスター市の二つの中学校

（The Grey Coat Hospital, Westminster City School ）
と、区立中学校の中学２年生それぞれ１０名による
生徒の相互交流を行っています。今年度は１１月２７日
（水）
から１２月６日
（金）
まで、英国ウエストミンスター市を
訪れました。派遣を通して、言葉や文化の壁を越え、貴重な体験をすることができました。

The Grey Coat Hospital 校・
Westminster City School 校での様子

派遣期間中、区立中学校生徒達は、女子校のThe

Grey Coat Hospital 校と男子校のWestminster

校外学習/千代田区・
ウエストミンスター生徒合同遠足

校外学習では、区立中学校生徒達が事前学習会で

調べたバッキンガム宮殿などの歴史的、芸術的建造物

City School 校に分かれて、
ウエストミンスター市の

を見学しました。

業や休み時間中の過ごし方を体験する一方、日本と

インザー城を見学し、英国の歴史を学びました。

生徒達と一緒に授業を受けました。英国ならではの授
同様にICT機器を活用した授業などがありました。

千代田区・ウエストミンスター生徒合同遠足では、
ウ

大英博物館

最終日、The Grey Coat Hospital 校でお別れ

をした後、区立中学校生徒達は、大英博物館を訪れ

ました。世界最大の博物館の一つであり、一日で全て
を見るのは難しいですが、限られた時間の中で紀元
前から現代まで様々な展示品から文化・芸術・歴史

を学びました。

これらの活動を経て、生徒たちはパートナーを始めとした現地の中学生とも親交を深めました。
また、学校生活・家庭生活で異
なった言語、生活習慣、価値観を体験することで英国文化の素晴らしさに加えて、日本文化や自分の家族・友達などの良さや大
切さを再発見したようでした。
今後は、派遣で学んだことを各学校で報告するなど、来年度の受入に向けての準備にも取り組む予定です。

令和元年度千代田区連合作品展
今年度も千代田区連合作品展が、
１月３１日
（金）から２月４日
（火）の５日間

にわたり、
千代田区役所１階の区民ホールで開催されました。

保育園・こども園・幼稚園から中等教育学校後期課程まで幅広い年代の

作品が並び、創意工夫のこもった作品が訪れた人を楽しませました。

作品展には、出展した児童・生徒たちも訪れ、
自分たちの作品や先輩後輩

の作品を熱心に鑑賞していました。
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和楽器を体験しました！

令和元年度 第11回
中学生
「東京駅伝」大会

２月１９日（水）番町幼稚園で４歳児・５歳児を対象に「五人囃子」

の演奏会が行われ、子どもたちが実際に和楽器を体験しました。

第１１回中学生「東京駅伝」大会に出場

東京都の５０の区市町村による、第１１回中学生「東京駅伝」大会
（東京都教育委員会主催）が、令和２年２月２日（日）
に開催されまし

鼓楽庵・望月太左衛社中の方々が、
「 太鼓」
「 大鼓」
「 小鼓」
「 笛」
「謡い手」
からなる
「五人囃子」
を披露しました。中村 千絵園長が謡

た。昨年度と同様に、味の素スタジアムの敷地内にあるアミノバイ
タルフィールドをスタート・ゴールとする都立武蔵野の森公園の特
設周回コースで開催されました。
千代田区からは、区立中学校及び中等教育学校の３校の２年生
から選抜された代表選手が出場しました。代表選手は１１月の結団
式から、合計４回の神田一橋中学校における合同練習と各学校で
の朝練習などに取り組み、本番に臨みました。結果は５０チーム中、
女子が４９位、男子が５０位でした。選手は、快晴の冬空の下、千代田
区のユニフォームを着て襷をつなぎました。千代田区の代表とし
て走る喜びや駅伝ならではのチームワークで走る素晴らしさを感

い手となり、和楽器の演奏とともに番町幼稚園の子どもたちに向
けたオリジナル曲を謡いあげました。
そのほか三味線の紹介・演奏や園歌とのコラボレーションなど、
普段見慣れない楽器や聞き慣れない音に、子どもたちは興味津々
の様子でした。
また、
５歳児は演奏会が終わったあと、五人囃子の中の一つであ
る
「小鼓」
を体験しました。
はじめは緊張した面持ちの子どもたちでしたが、
「いやぁー」の
かけ声とともに一斉に小鼓を叩き、ポンッと軽い音が鳴ると、嬉し
そうに顔をほころばせていました。

じ、今後への大きな糧となりました。
応援ありがとうございました。

≪教育委員会の開催状況のお知らせ≫
令和元年10月〜令和元年12月 定例会６回を開催しました。

令和２年度

4月

◇提出された議案８件（うち可決された議案８件）

※主な議案は次のとおりです。

・千代田区会計年度任用講師の任用等に関する規則

◇主な報告事項
・令和元年度 東京都児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果
・令和元年度 児童・生徒の学力向上を図るための調査
・千代田区子育て短期支援事業、一時預かり事業 運営事業者の決定
・麹町地区私立学童クラブ運営事業者募集の結果

5月、
6月
6月、7月

7月

8月
9月

10月

教育委員会定例会を傍聴しませんか？
教育委員会は、定例会を月２回、第２・第４火曜日の午後３時から開催
しています。
定例会は原則公開ですので、
傍聴を希望される方は下記をご覧ください。
※議題によって日時の変更または非公開となる場合があります。

【傍聴方法】

方法：当日受付
（定員 20 名受付順）

11月
11月、
12月
12月
1月
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行事

学校・園等

入園式

保育園、幼稚園、こども園

入学式

小学校、中学校、中等教育学校

オリエンテーション合宿（2泊3日）

中学校、中等教育学校（1 年生）

学力調査

小学校（6 年生）、中学校(3 年生)

音楽鑑賞教室

小学校（6 年生）

嬬恋自然体験交流教室（2泊3日）

小学校（5 年生）

箱根移動教室（2泊3日）

小学校（6 年生）

修学旅行、研修旅行

中学校（3 年生）、中等教育学校（5 年生）

選択型合宿

麴町中学校（2 年生）

終業式

小学校、中学校、中等教育学校

岩井臨海学校（2泊3日）

小学校（4 年生）

海外大学派遣

中等教育学校（4、5 年生）

始業式

小学校、中学校

水泳記録会

小学校（5 年生）

嬬恋自然体験教室（2泊3日）

小学校（5 年生）

ウエストミンスター受入

中学校（2 年生）

海外研修

中等教育学校（3 年生）

ウエストミンスター派遣

中学校（2 年生）

合同こども会

幼稚園、こども園、保育園

児童館まつり

児童館

英語合宿

中等教育学校（2 年生）

終業式

小学校、中学校、中等教育学校

始業式

小学校、中学校、中等教育学校

連合作品展
2月

受付時間：午後２時 30 分
場所：教育委員会室
（区役所４階）

千代田区の教育・子育ての主な行事・イベントの予定

日程

3月

中学生東京駅伝大会

中学校、中等教育学校（2 年生）

選択型合宿

神田一橋中学校（2 年生）

卒園式

保育園

修了式

幼稚園、こども園

卒業式

小学校、中学校、中等教育学校

