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千代田区のHPでも「かけはし」
を読むことができます！ また、
Facebook、Twitterでも発行
をお知らせしています！

★ 千代田区の運動会・体育祭

★ TOKYO2020スポーツの祭典に感動!

★ 園や学校生活での
　 新型コロナウイルス感染症対策

★ 千代田Web図書館

★ ベビーシッター利用料の補助制度開始

  
▲ ▲ ▲
 主な記事

10月16日、昌平幼稚園で「がんばれ昌平キッズ」
が開かれました。この日を楽しみにしていた園児
たちは、かけっこやリレーはもちろん、ダンスや太
鼓などの表現でも元気いっぱい。保護者の観覧
も2名まで許可され、開会から閉会まで終始なご
やかなムードで進みました。

昌平幼稚園

10月2日、麹町小学校で運動会が行われました。どの学
年の児童も、競技では校庭を全力で走り抜け、演技では躍
動感あふれる表現を披露しました。この日の様子はオン
ラインで配信され、緊急事態宣言明けで観覧の叶わなかっ
た保護者に見てもらうことができました。

麹町小学校

10月23日、麹町中学校で体育祭が開催されまし
た。秋晴れの空のもと、生徒主体の運営によって
プログラムを進行。生徒たちは「君に負けない ～
With my power ～」のスローガンに則って生き
生きと活躍し、最後は学年別の選抜リレーで盛り
上がりました。

麹町中学校
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生徒主体の運営でプログラムを進行!

緊急事態宣言が解除され、無事開催となった

今年の運動会・体育祭。感染症対策を

しっかりと行い、のびのびと体を動かしました。
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�ネットに入れた石鹸ではなく、プッシュ式や自動排出する液体石鹸の�
利用が望ましい
マスクの素材は不織布を推奨し、正しくしっかりと着用する
�子どもが発熱した場合、発熱していない子と分けられるよう部屋を決
め、看る人（養護教諭）は１名と決めた方がよい
�ボールなどの共用物は、ものを消毒するよりも使用の前後で手洗いを
徹底することが感染防止において有効
�部活動や体育などによる更衣室利用は、マスクを外したままでの会話を
しないよう気をつければ、必要以上の規制は必要ない

グローバルヘルスケア
クリニック 院長
日本感染症学会認定
感染症専門医

学校生活の場面に応じてポイントをおさえた対策が重要

教育委員会では、このアドバイスを踏まえて対策を講じていきます。

　ふじみこども園では、パラリンピックを
パブリックビューイングで観戦しました。
車いすバスケットボールや陸上など、大き
なスクリーンに映る選手の気迫あふれる姿
に感動したり、選手の名前を覚えて応援し
ました。また、選手の活躍を支える様々な
人々との絆や補装具の大切さも知り、運動
会では「応援を力にかえて」をスローガン
に、気持ちを一つにして取り組みました。
東京2020大会は子どもたちにとって、か
けがえのない体験となりました。

競技会場に足を運べなかった

子どもたちは、様々な形で東京

2020大会と関わりました。

こちらの動画は、千代田区ホームページ
でご覧いただけます。

　お茶の水小学校では、東京2020大会
参画関連事業「みんなの声をアスリートに
届けよう！」に参加しました。新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況から、会場で
観戦することはできませんでしたが、東京
2020大会に参加するアスリートのみな
さんに向けて、全クラスでそれぞれ10秒
程度のメッセージ動画を撮影して届けまし
た。最高のパフォーマンスを発揮したアス
リートのみなさんから、たくさんの感動や
希望をもらいました。

　麹町幼稚園では、東京都が実施する「夢・
未来プロジェクト」（「自分にチャレンジ」プ
ログラム）が行われました。同プロジェク
トは、子どもたちがオリンピック・パラリン
ピックに出場したアスリートと直接交流を
図るものです。今回は、東京2020パラ
リンピックの車いすバスケットボールにお
いて銀メダルを獲得した日本代表のメン
バー、川原凛さん（ローソン／千葉ホーク
ス所属）を招き、体験教室を通じてスポー
ツのすばらしさを実感しました。

大きなスクリーンで
パラリンピックを観戦

アスリートに向けた
メッセージ動画を撮影

メダリストとの交流で
スポーツの魅力を実感

水野先生が区内の小・中学校を訪れて感染症対策をアドバイス。
その内容をわかりやすく動画にまとめました。

新型コロナウイルスの感染リスクを減らして園や学校生活を維持し

ていくためには、どのような対策が必要なのか。感染症の専門医に

園や小・中学校を確認していただき、アドバイスを受けました。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

新型コロナウイルス感染症対策
感染症専門医水野泰孝先生   から改善へのアドバイスをいただきました

園や学校生
活での

ふじみこども園
お茶の水小学校 麹町幼稚園
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ルルちゃんが風邪をひきまし
た。セーターを着ても「はーく

しょい」。マスクをつけても「はーく
しょい」。魔法使いに魔法をかけて
もらっても「はーくしょい」。それでも
治らない時はどうしましょう？ ルル
ちゃんは、「おいしゃさま」のところ
に行きました。「おいしゃさま」は、子
どもの心強い味方です。絵本の「お
いしゃさま」の笑顔を見れば、「お医
者さん嫌い」のお子さんも安心する
かもしれません。

さあちゃんとゆうちゃんは、元
気に雪遊び。積もった雪で、

ごろんごろんと雪だるまを作りま
した。みんなが帰ったあと、雪だ
るまが動き出して「ゆうちゃんた
ちがやったような遊びをしようよ」
と、雪合戦やそり遊びを始めたら、
まぁ大変！ 次の日、ゆうちゃんた
ちは雪だるまを見つけることがで
きませんでした。さて、雪だるまは
どこへ行ったのでしょうか？ 雪の
日の楽しさを感じられる1冊です。
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 「ぽっこり めでたく はつひの
で」。新しい年がはじまる日、

十二支たちはみんなで集まり新年会
を開くことになりました。古来より伝
わる伝統的なお正月行事や十二支
の動物たちを、かわいらしい切り絵と
語呂の良い言葉で紹介した、なんと
もリズミカルで楽しい絵本です。お子
さんやお孫さんといっしょに、家族み
んなの生まれた年や行く年来る年の
干支について、ゆっくりとお話しして
みませんか？

みき つきみ/文　柳原 良平/画　こぐま社

千代田
 Web図書館
をご利用ください!

『
十
二
支
の
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ん
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か
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』
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3～
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千代田Web図書館URL  

▲ ▲ ▲
  https://www.d-library.jp/chiyoda

 利用対象者
千代田区在住・在勤・在学で千代田区立図書
館の貸出券をお持ちの方
※事前に図書館ホームページでパスワード
登録が必要です。

 貸出点数など
貸出点数：5点まで／貸出期間：2週間／
予約点数：5点まで

 収録点数
約1万点（2021年10月現在）

〈問い合わせ〉
千代田区立千代田図書館  電話03-5211-4290（代）

電子図書館

ウェブ

操作ラク
ラク!

Web上
で

書籍が
読める

!

千代田区立図書館が運営する千代田Web図書館は、お手持

ちのパソコンやタブレット、スマートフォンで、電子書籍を借

りて読むことができる電子図書館です。小説や絵本、学習参考書な

ど様々なコンテンツがあり、中には音声による読み上げ機能や動画

が付いている絵本などもあります。

　子ども向けのコンテンツは「児童」または「ヤングアダルト【中・高

校生向け】」のジャンルに分かれており、「岩波少年文庫」などの読み

物のほか、雑誌『子供の科学』をはじめとする学習や趣味に役立つ

本を読むことができます。

　ご自宅で読みたい本をゆっくり選んで借りることができるのもポ

イントです。ぜひお子さんと一緒に読書をお楽しみください。
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千代田区教育委員会では、8
月24日開催の教育委員会に
おいて令和4年度から中学校・
九段中等教育学校前期課程
で使用する社会（歴史的分野）
の教科書及び九段中等教育
学校後期課程で使用する教科
書を採択しました。なお、小学
校は令和4年度も令和3年度
と同じ教科書を使用します。

教科書採択結果について

▲  

令和4年度  区立九段中等教育学校（後期課程） 教科用図書採択

国語

国語総合 大修館 国語総合 改訂版 現代文編 6
国語総合 改訂版 古典編 6

現代文B 筑摩 現代文B 改訂版 5,6

古典B 筑摩 古典B 古文編 改訂版 5,6
古典B 漢文編 改訂版 5,6

古典A 東書 古典A 6
国語表現 国語表現 6
現代の国語 明治 精選 現代の国語 4
言語文化 筑摩 言語文化 4

地理
歴史

日本史B 詳説日本史 改訂版 5,6
世界史B 山川 詳説世界史 改訂版 5,6
歴史総合 現代の歴史総合 みる・読みとく・考える 4

地理総合 帝国 高等学校 新地理総合 4
新詳高等地図 4

地理B 帝国 新詳地理B 6
新詳高等地図 6

公民 倫理 実教 高校倫理 新訂版 6
政治・経済 第一 高等学校 改訂版 政治・経済 6

数学

数学Ⅰ 数学Ⅰ 4
数学Ⅱ 数学Ⅱ 4
数学Ⅱ 数研 改訂版 数学Ⅱ 5
数学Ⅲ 改訂版 数学Ⅲ 5,6
数学A 数学A 4
数学B 改訂版 数学B 5

理科

物理基礎 物理基礎 4
物理基礎 数研 改訂版 物理基礎 6
物理 改訂版 物理 5,6
化学基礎 東書 化学基礎 4
化学基礎 数研 改訂版 化学基礎 6
化学 改訂版 化学 5,6
生物基礎 第一 高等学校 生物基礎 4
生物基礎 東書 改訂 新編 生物基礎 6
生物 数研 改訂版 生物 5,6
地学基礎 実教 地学基礎 新訂版 6

保健
体育

体育保健 新高等 保健体育 4
保健体育 大修館 現代高等保健体育改訂版 5,6

芸術

音楽Ⅰ MOUSA1 4
音楽Ⅰ 教芸 MOUSA1 6
美術Ⅰ 高校生の美術1 4
美術Ⅰ 日文 高校生の美術1 6
書道Ⅰ 教図 書Ⅰ　書Ⅰ プライマリーブック 4

外国語

英語コミュニケーションⅠ ELEMENT English Communication Ⅰ 4
コミュニケーション英語Ⅰ Revised ELEMENT English Communication Ⅰ 6
コミュニケーション 啓林館 Revised ELEMENT English Communication Ⅱ 5
コミュニケーション英語Ⅲ Revised ELEMENT English Communication Ⅲ 6
英語表現Ⅰ 文英堂 UNICORN English Expression1 6
英語表現Ⅱ UNICORN English Expression2 5,6
論理・表現Ⅰ 大修館 Genius Logic and Expression Ⅰ 4

家庭科 家庭基礎 教図 新 家庭基礎 今を学び 未来を描き 暮らしをつくる 5,6

情報 情報Ⅰ 新編情報Ⅰ 4
情報の科学 日文 新・情報の科学 6

教 科 科目（種目） 発行者略称 教科書名 使用学年

▲  

令和4年度  区立中学校・九段中等教育学校（前期課程） 教科用図書採択

国語 光村図書 国語
書写 中学書写
社会（地理的分野） 帝国書院 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土
社会（歴史的分野） 東京書籍 新しい社会 歴史
社会（公民的分野） 新しい社会 公民
地図 帝国書院 中学校社会科地図
数学 大日本図書 数学の世界
理科 東京書籍 新しい科学
音楽（一般） 教育芸術社 中学生の音楽
音楽（器楽合奏） 中学生の器楽
美術 開隆堂 美術
保健体育 東京書籍 新しい保健体育
技術・家庭（技術分野） 教育図書 New 技術・家庭 技術分野 明日を創造する
技術・家庭（家庭分野） 開隆堂 技術・家庭 家庭分野 生活の土台 自立と共生
英語 SUNSHINE ENGLISH COURSE
道徳 光村図書 中学道徳 きみがいちばんひかるとき

種 目 発行者 教科書名

▲  

令和4年度  区立小学校 教科用図書採択

国語 光村図書 国語
書写 書写
社会 東京書籍 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 新しい算数
理科 新しい理科
生活 学校図書 みんなとまなぶしょうがっこうせいかつ
音楽 教育芸術社 小学生の音楽
図画工作 開隆堂 図画工作
家庭 東京書籍 新しい家庭
保健 光文書院 小学保健
英語 学校図書 JUNIOR TOTAL ENGLISH
道徳 学校図書 かがやけみらい 小学校道徳

種 目 発行者 教科書名

※令和3年度に使用しているものから
採択替えを行った教科書は、一覧表の横に「●」をつけています。

ベビーシッター利用料の
補助制度を開始します

主 な 議 案主 な 議 案

主 な 報 告 事 項主 な 報 告 事 項

▶�押印等を求める手続等の見直しに係る千代田区教育委員会規則を改正
する規則

▶�低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
▶�新型コロナウイルス感染症による入所児童減に対する私立保育所等保
育事業者支援について
▶�区立小学校の特別支援学級新設について
▶�生理用品の学校トイレへの設置

定例会11回・臨時会6回を開催しました。
提出された議案は18件で、すべて可決されました。

令和3年令和3年

44月～月～99月月

　日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要と
する保護者が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用
した際、区がその利用料の一部を補助します。コロナ禍におい
て、身近な親族等から支援が受けにくい際などにもご利用でき
ます。利用した年度内の申請が必要です。
　詳しい内容は、区のホームページに掲載していま
すので、事前にご覧いただいた上でご利用ください。

教育委員会定例会教育委員会定例会をを傍聴しませんか？傍聴しませんか？

【傍聴方法】
方法：当日受付
　　��（定員20名受付順）
受付時間：14時30分
場所： 教育委員会室入口�

（区役所4階）

教育委員会は、定例会を月2回、第
2・第4火曜日の15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右
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。

information

対 象 区内在住で、満6歳になる年度の末日までの
児童がいる家庭

補助金額
（児童1人あたり）

7時～22時の利用 �：�上限1時間2,500円
22時～翌7時の利用：上限1時間3,500円

上限時間 児童1人につき同一年度内144時間
（多胎児の場合、児童1人288時間）

対象
利用料

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、
純粋な保育サービスのみの提供単価（税込）
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、おむつ代等の実費、サービス
　提供に付随する料金（家事援助、兄弟姉妹の送迎ほか）等は対象外です。

〈問い合わせ〉
児童・家庭支援センター子ども家庭相談係  電話03-5298-5521
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