
 令和元年 教育委員会  
                                     

    第１２回   定例会 議事日程  
 

                 令和元年７月９日（火）午後３時 

 

第１ 報 告 

  【 子育て推進課 】 

  （１）旧高齢者センター跡地を活用した認可保育所の整備 

   

【 指 導 課 】 

  （１）令和元年度千代田区立中学校 生徒海外交流教育について 

  （２）令和２年度使用 小学校教科用図書の採択【秘密会】 

  

第２ その他 

  【 子ども総務課 】 

  （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（7月20日号）掲載事項 



 

 

旧高齢者センター跡地を活用した認可保育所の整備 

 

１ 趣旨 

  区は出生数の増加や子育て世帯の転入等の要因により、就学前人口が急増しています。 

  このため、保育所の待機児童ゼロをめざすために、区有財産を活用することで、保育

所設置運営事業者が当区で保育所整備をする意欲を高め、認可保育所の整備を促進しま

す。 

  今回、取組みの一環として、旧高齢者センター跡地を活用した認可保育所の整備を計

画しています。 

  区有財産を活用し、私立認可保育所を誘致・整備することについて、広く区民の方々

からご意見を伺います。 

 

２ 活用する区有施設 

  旧高齢者センター 

  所 在 地  千代田区神田神保町２－20 

  敷 地 面 積  424.71㎡ 

  現 構 造 物  昭和 50 年竣工、延床面積 2094.79㎡、 

ＳＲＣ造、地上 7 階地下 1 階 

  定 員  ０～５歳児 80名程度 

   開設予定時期  令和４年４月 

 

３ 意見公募時期 

  令和元年７月 20 日（土）～８月５日（月） 

  広報千代田（令和元年７月 20 日号）及び区ホームページに掲載 

 

４ 意見交換会 

  日時 令和元年７月 26 日（金） 18 時～19 時 

  場所 神保町区民館 

教 育 委 員 会 資 料 
令和元年 7 月 9 日 
子 育 て 推 進 課 



 

 

 

令和元年度千代田区立中学校生徒海外交流教育について 

 

 

１ 目的 

   千代田区立中学校生徒を対象に、海外の中学校生徒との交流を行い、海外での生活経験や交流活動

を通して、国際的視野を広め国際性豊かな人間の育成と友好親善を図るとともに、千代田区立中学校

における諸活動の進展に資する。        

 

２ 派遣・受入先 

（１）派遣先 

英国（ロンドン・ウエストミンスター市） 

     ウエストミンスター市立学校及び同校生徒の家庭 

【派遣先学校】 

・ウエストミンスター・シティ・スクール（男子校） 

・ザ・グレイ・コート・ホスピタル（女子校） 

（２）受入 

    日本（東京都・千代田区） 

    千代田区立中学校及び同校生徒の家庭 

【受入先学校】 

・千代田区立麹町中学校 

    ・千代田区立神田一橋中学校 

 

３ 期間・日程   

（１）受入 

令和元年１１月３日（日）から１１月１１日（月）まで 

（２）派遣 

    令和元年１１月２７日（水）から１２月６日（金）まで 

 

４ 内容 

（１）日本・イギリスにおける学校生活体験 

（２）日本・イギリスにおける家庭生活体験 

（３）日本・イギリスの文化・伝統にかかわる課題学習 

 

５ 対象    

千代田区立中学校 第２学年生徒 

教 育 委 員 会 資 料 

令和元年７月８日 

指 導 課 



 

６ 派遣・受入生徒数   

日本、英国とも各１０名（男子４名・女子６名） 

（１）受入 

・ウエストミンスター・シティ・スクールから男子４名 

・ザ・グレイ・コート・ホスピタルから女子６名 

（２）派遣 

・麹町中学校から６名（男子３名・女子３名） 

・神田一橋中学校から４名（男子１名・女子３名） 

 

７ 今後の予定 

（１）ウエストミンスター歓迎レセプション 

     令和元年１１月５日（火）１６時００分から１７時００分まで 

（２）派遣団の結団式 

 令和元年１１月２１日（木）１５時３０分から１６時００分まで 

（３）派遣団の帰国報告会 

令和元年１２月９日（月） ９時００分から ９時４５分まで 

       

８ 担当課 

  子ども部 指導課（内線３１６８） 



 
令和元年度  千代田区立中学校生徒海外交流教育受入・派遣行程 

 

   【受入行程】 

 

 

【派遣行程】   

 

1
11月3日
（日）

午前
ウエストミンスター市からの派遣生との対面式
（東京シティエアターミナル（箱崎））

2
11月4日
（月）

全日 ホストファミリーと過ごす。

午前

午後

4
11月6日
（水）

全日 校外学習①→鎌倉見学（千代田区・ウエストミンスター市生徒合同で実施）

5
11月7日
（木）

全日 麹町、神田一橋中学校での活動

6
11月8日
（金）

全日 校外学習②→都内見学（ウエストミンスター市生徒のみ）

7
11月9日
（土）

全日 ホストファミリーと過ごす。

8
11月10日
（日）

全日 ホストファミリーと過ごす。

9
11月11日
（月）

午前 ウエストミンスター派遣生見送り（東京シティエアターミナル（箱崎））

3
麹町、神田一橋中学校での活動

歓迎レセプション　（千代田区役所１階区民ホール）

11月5日
（火）

東京シティエアターミナル集合

出発式のあとリムジンバスで羽田空港へ

出国手続き～羽田空港発

ヒースロー空港着→ウエストミンスター（グレイ・コート・ホスピタル校）

ホストファミリーとの対面式

11月29日
（金）

11月30日
（土）

12月1日
（日）

12月2日
（月）

12月3日
（火）

12月4日
（水）

午前

夕方

1

2 全日 ウエストミンスター・シティ・スクール、ザ・グレイ・コート・ホスピタルでの活動
11月28日
（木）

10 夕方
羽田空港着、入国手続き
リムジンバスで東京シティエアターミナルへ
東京シティエアターミナルで解散（保護者迎え）

7 全日

5 全日

ホストファミリーと過ごす。

12月5日
（木）

12月6日
（金）

9 全日
課題学習③（千代田区生徒のみ）
→（見学地）大英博物館＋１
ヒースロー空港着→出国手続き→空路日本へ

課題学習②（千代田区生徒＋ウエストミンスター生徒）
→（見学地）ウエストミンスター寺院・ウィンザー城

3 全日

4 全日

8

全日

時程 内容

11月27日
（水）

月日

全日

6

ウエストミンスター・シティ・スクール、ザ・グレイ・コート・ホスピタルでの活動

ウエストミンスター・シティ・スクール、ザ・グレイ・コート・ホスピタルでの活動

課題学習①（千代田区の生徒のみ）
→（見学地候補地）バッキンガム宮殿・セントポール大聖堂・ロンドン塔・ロンドンアイ・自然
史博物館



 

 

 

 

 

 

令和２年度使用 小学校教科用図書選定委員会答申  

 

 

○ （答申） 

・ 答申書（写） 

・ 教科用図書調査委員会調査結果 別添「様式２ 調査一覧表」（写） 

・ 教科用図書選定委員会調査結果 別添「様式３ 調査研究資料（選定答申書）」（写） 

   

 

○ 教科用図書選定委員名簿  …………………………………………………  【資料１】 

○ 教科用図書調査委員名簿  …………………………………………………  【資料２】 

○ 令和２年度使用 千代田区立小・特別支援学級（小・中）・中等教育 

学校後期課程用教科用図書の採択事務日程 ……………………………    【資料３】 

教 育 委 員 会 資 料  

令 和 元 年 ７ 月 ９ 日 

指 導 課  

公表時（令和元年８月２７日）まで 

時  限  秘 



令和元年７月９日 

 

千代田区教育委員会 殿 

 

教科用図書選定委員会 

委員長  渡辺 裕之 

 

 

令和２年度使用 小学校教科用図書選定について（答申） 

 

 

 本委員会では、令和２年度使用小学校教科用図書選定について調査研究を進めてまいり

ましたが、このたび、選定審議結果を下記のとおりまとめましたので、ここに答申いたし

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 選定審議結果 

  ○ 教科用図書調査委員会調査結果  別添「様式２ 調査一覧表」 

  ○ 教科用図書選定委員会調査結果  別添「様式３ 調査研究資料（選定答申書）」 

 











































































 

 

令和２度使用教科用図書採択事務に伴う教科用図書選定委員名簿 

 

 

所属 職名 氏名 

千代田区立 麹町 小学校 校長 額賀 聡 

千代田区立 麹町 小学校 副校長 井田  孝 

千代田区立 九段 小学校 校長 中村 裕子 

千代田区立 番町 小学校 校長 浅岡 寿郎 

千代田区立 富士見小学校 校長 霜田 浩明 

千代田区立お茶の水小学校 校長 太田 耕司 

千代田区立お茶の水小学校 副校長 岩渕 和行 

千代田区立 千代田小学校 校長 渡邉 光一 

千代田区立 昌平 小学校 校長 清水  明 

千代田区立 和泉 小学校 校長 渡辺 裕之 

千代田区立 和泉 小学校 副校長 丸山 文生 

専修大学（学識経験者） 特任教授 神山 安弘 

大妻女子大学（学識経験者） 教授 矢野 博之 

千代田区立九段小学校 PTA（保護者代表） 会長 木田 昌孝 

千代田区立お茶の水小学校・幼稚園児童保護会（保護者代表） 会長 山﨑 充彦 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



平成３２年（令和２年）度使用 千代田区立学校教科用図書の採択事務日程 

 

 

月 教育委員会事務局 小学校 
中・中等教育学校 
（前期課程） 

特別支援学級 
（小・中） 

九段中等教育学校 
（後期課程） 

展示会 

４ 

月 

4/23（火）教育委員会報告 

【平成32年度使用 教科用図書の採択事務日程 等】 

・小学校長会長に、選定委員等推薦依頼 

・教科書見本本確認 

4/12(金)自主校長会（予告） 

4月中旬（依頼） 

・校長会長へ選定委員、調査委員推薦、各校研究会の実施依頼 

・見本本回覧（22日の週に届く予定）  

    

５

月 

・九段中等校長に、選定依頼 

・特別支援学級設置校長に、調査及び申請依頼 

5/14(火) 教育委員会定例会(報告) 

【平成32年度使用教科用図書の採択について】 

・各小学校に、見本本配付 

第1回（5/7～）番町・富士見・昌平・和泉 

⇒ （5/13～） 麹町・九段・お茶・千代田 

第2回（5/20～）番町・富士見・昌平・和泉 

⇒ （5/27～） 麹町・九段・お茶・千代田 

【研究会（各校）】5/7(火)～31(金) 見本本閲覧・調査研究 

 6/6(木)までに各校より調査委員長へ研究報告 

 

   5/ 8(水)校長会 

5/9（木)部課長会 

5/14(火)教委報告 

5月中旬に図書館HP

公表・広報ちよだ掲載 

 

６

月 

 【選定委員会】6/4 (火)  第１回（役所、15:00-） 

【調査委員会】 

 第１回6/14(金)  第２回6/24(月)15:30-各委員長校にて開催 

※都合がつかない場合は6/10 (月)～24(月)の期間で調整実施。 

 6/27（木）までに調査結果を選定委員長に報告 

 調査研究 選定委員会設置 

要綱及び委員名簿提

出 

調査研究・選定 

6/3(月) 

会場設営・搬入 

6/4(火)～28(金) 

 展示会 

（於：千代田図書館） 

７

月 

7/2(火) 第２回選定委員会 7/4(木) 部課長会 

7/9(火) 教育委員会定例会 

【小学校教科用図書選定委員会答申（報告）】 

7/22（月）教育懇談会（役所13：30～） 

7/31（水）臨時教育委員会【協議】秘密会 

【選定委員会】7/2(火) 第２回選定委員会（役所13：30～） 

7/9(火)   教委に選定結果答申 

7/22（月）教育懇談会（役所13：30～） 

 

7/9(火) 教育委員会

定例会 

 

7/9（火） 

・選定理由及び

結果報告（→事務

局） 

7/9（火） 

・選定理由及び結果

報告（→事務局） 

 

８

月 

8/22(木) 部課長会 

8/27(火)  教育委員会定例会【議決】 

【小学校教科用図書の採択】【中学校教科用図書の採択】 

【九段中等教育学校後期課程用教科用図書の採択】 

【特別支援学級（小・中）教科用図書の採択】 

8/30(金)  採択結果提出（→東京都） 

     

資料３  



 

教科書展示会報告 

 

１ 教科書展示会来場人数（４年間：受付票への記名者数） 

実施年度 実施期間 教員 
教育 

委員会 

地域・保

護者等 
計 

28年度 
6月17日（金）～7月1日（金） 

（休館日6月26日（日）を除く） 

14

日

間 

11 5 71 87 

29年度 

6月13日（火）～7月7日（金） 

（休館日6月25日（日）を除く） 

（特別展示6月13日～6月15日・ 

7月1日～7月7日） 

24

日

間 

19 14 194 227 

30年度 

6月5日（火）～6月29日（金） 

（休館日6月24日（日）を除く） 

（特別展示6月5日～6月14日） 

24

日

間 

6 10 171 187 

令和元年度 

6月4日（火）～6月28日（金） 

（休館日6月23日（日）を除く） 

（特別展示6月4日～6月13日） 

24

日

間 

16 6 176 198 

 

２ 展示内容 

小学校使用教科書採択用見本（令和２年度～令和５年度使用） 

中学校・中等教育学校前期課程教科書見本（平成２８年度～令和２年度使用） 

中等教育学校後期課程教科書採択用見本（令和２年度使用） 

 

３ 展示会場 

千代田図書館 第３研修室（区役所９階） 

 

４ アンケート回答21件 

今回の展示会にご満足いただけましたか。  

 回答 数 構成比 

Ａ満足 10件 47.6% 

Ｂどちらかと言えば満足 5件 23.8% 

Ｃどちらかと言えば不満 2件 9.5% 

Ｄ不満 1件 4.8% 

未記入 3件 14.3% 

合計 21件 100.0% 



＜教科書展示会アンケートより＞ 

 

・小学校時代に教科書で読んだ「ごんぎつね」が今も変わらず載っているのがとてもうれしい。 

・子供だけでなく、大人にとってもわかりやすく、図画工作の時間のよさを表現している。 

・英語の教科書の表紙の写真が印象に残る。教科書の題名とともにさわやかな感じでよい。 

・新しく外国語が教科書になるということで見に行きました。イラストが豊富でどれもワクワクす

る作りになっています。 

・自分が学んできた時よりカラーで楽しい教科書になっていると思います。 

・地図などは色が濃いと、上に書かれた地名が読みにくそうです。文字がぎっしりしていて見にく

いと思います。 

・日本史に関しては近年の国際状況を見て、もっとしっかりと事実をはっきり伝えることが大切だ

と思います。 

・基本は小中高の教科書です。とても良かったです。 

・英語で筆記体を教えなくなったのは何故なのでしょう。 

・副読本が多すぎて実際に授業で活用していないものがありすぎる気がします。 

・教科書を全て見る機会が無かったので、数の多さに驚きました。 

・学校、公共図書館には教科書を常設してほしい。 

・また、このような展示会をやっていただきたいです。 

 



資料２

種目 麹町小 九段小 番町小 富士見小 お茶の水小 千代田小 昌平小 和泉小

教諭 主任教諭 指導教諭 教諭 教諭 主任教諭 主任教諭 校長

岩田　真美 加藤　祐輔 辻　隆 天野　司 三井　麻耶子 諏訪沙織 水谷　由美子 渡辺　裕之

主任教諭 主幹教諭 主任教諭 主幹教諭 校長 主幹教諭 主任教諭 教諭

木村　正太 保延　秀紀 山口　孝 小屋原　信一郎 太田　耕司 服部香穂里 小笠原　久美子 及川　祐輝

教諭 主任教諭 主任教諭 教諭 副校長 主幹教諭 教諭 教諭

鮎川　祐貴 有賀　英子 大森　典子 吉沢　謙一 岩渕　和行 山本　新 山本　和弘 佐藤　一嗣

教諭 校長 主幹教諭 主任教諭 教諭 主任教諭 主任教諭 教諭

今野　千秋 中村　裕子 馬場　善之 二本　亘 高橋　広佑 濱田　千恵 岸　香緒利 加藤　達也

副校長 教諭 主任教諭 教諭 主任教諭 主任教諭 教諭 主任教諭

井田　孝 大羽　隼平 井原　優子 髙橋　由衣 小山　貴子 根本　亜子 島原　奈那 根本　智子

主任教諭 主任教諭 主幹教諭 主任教諭 主任教諭 校長 主任教諭 主任教諭

高杉　恭代 清水　泰博 堀野　真理子 藤原　貴子 藤来　愛 渡邉　光一 藤岡　清香 植場　鉄平

主任教諭 指導教諭 教諭　 教諭 主幹教諭 教諭 主任教諭 副校長

山中　美保 竹内　とも子 栁原　久乃 加藤　恭子 田口　博章 大江　瑞貴 菊地　美奈子 丸山　文生

校長 主任教諭 主任教諭 教諭 主任教諭 主任教諭 主任教諭 主幹教諭

額賀　聡 髙儀 恵美 中野　薫 岡本　もなみ 高坂　聖月 福原　聡子 小日向　秀仁 千藤　理恵

主任教諭 教諭 校長 教諭 主任教諭 教諭 主任教諭 主任教諭

井川　美幸 武田　宏明 浅岡　寿郎 日野原　彰人 中畝　毅 近藤　望 平澤　卓磨 浅井　博

教諭 教諭 教諭　 校長 主幹教諭 教諭 主任教諭 主任教諭

影山　南美 松井　美帆 野崎　哲弘 霜田　浩明 樋口　智子 戸毛　龍之介 坪井　美佳 中川　智栄子

主任教諭 主任教諭 　教諭 主任教諭 主任教諭 教諭 校長 主幹教諭

植松　拓也 中村　智彦 木本　晴奈　 菅原　敏文 市川　麻代美 吉澤　とき子 清水　　明 竹下　佳余

令和元年度　各教科用図書調査委員　一覧

国語・書写

社会・地図

算　数

理　科

生　活

音　楽

図画工作

家　庭

保　健

外国語

特別の教科
道徳



教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻
備考

（実施日
等）

行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

7 9 火 15:00～ 教育委員会　 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

7 10 水 10:00～ ベビママの会 西神田児童センター

指導課訪問　 いずみこども園 教育委員出席

10:45～ よちよちタイム（親子ヨガ） 四番町児童館

11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

7 11 木 10:45～ なかよしタイム（親子リトミック） 四番町児童館

7 12 金 10:00～ ACTすこやか子育て講座 いずみこどもプラザ

11:00～ なかよしタイム（えんにちごっこ） 一番町児童館

12:30～ ママ＆キッズヨガ 一番町児童館

13:10～ 江戸っ子塾② 九段中等教育学校

7 13 土 10:30～ 子育てまつり 西神田児童センター

18:00～ 戦没者追悼式　◎ 千鳥ヶ淵戦没者墓苑 教育委員出席

18:30～ 天体観望会④ 九段中等教育学校

7 14 日 9:00～ 日曜開放 四番町児童館

7 15 月 10:00～ ベビママの会 西神田児童センター

6:45～ 第２回ひがた探検隊 木更津盤洲干潟

7 16 火 11:00～ なかよしタイム（親子リズム講座） 一番町児童館

7 17 水 10:45～ よちよちタイム（発達とかかわり） 四番町児童館

指導課訪問　 麹町幼稚園 教育委員出席

10:00～ ベビママの会 西神田児童センター

10:45～ よちよちタイム（ベビー体操） 神田児童館

14：00～ おやこdeえいご あい・ぽーと麹町

7 18 木 10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

7 19 金 9:45～ 骨盤矯正 西神田児童センター

10:00～ ACTすこやか子育て講座 いずみこどもプラザ

15:00～ エコゲーム大会 四番町児童館

7 20 土 14;00～ パネルシアター公演 西神田児童センター

7 21 日 9:00～ 日曜開放 西神田児童センター

岩井臨海学校①（富士見小、昌平小　～23日まで） 千葉県南房総市岩井海岸

7 22 月 10:00～ リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

13:30～ 夏の本の紹介・よみきかせ 四番町児童館

13:30～ 教育懇談会 教育委員会室

14:00～ 夏休み図工室スペシャル「キラキラプラバン」 一番町児童館

7 23 火 岩井臨海学校②（麹町小、和泉小　～25日まで） 千葉県南房総市岩井海岸

15:00～ 教育委員会 教育委員会室 教育委員出席

7 24 水 11:00～ よみきかせ あい・ぽーと麹町

13:00～ 歯と口の歯ッピーサマーラリー 一番町児童館

13:30～ 夏休み工作「コットンボール作り」 富士見わんぱくひろば

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

1
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教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻
備考

（実施日
等）

行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

7 25 木 10:45～ 親子リズム１・２・３① 神田児童館

13:00～ 夏休み体育室スペシャル「ドッヂビー」 一番町児童館

13:30～ 夏休み工作「コットンボール作り」 富士見わんぱくひろば

15:00～ ダブルダッチ講習会 四番町児童館

岩井臨海学校③（九段小、お茶小　～27日まで） 千葉県南房総市岩井海岸

7 26 金 10:30～ 青少年問題協議会 ４０１・４０２会議室

7 27 土 10:30～ ダイナミックヨガ 一番町児童館

10:00～ 保育園神田ベアーズ開設説明会 保育園神田ベアーズ

13:00～ 保育園神田ベアーズ開設説明会 保育園神田ベアーズ

15:00～ 保育園神田ベアーズ内覧会 保育園神田ベアーズ

岩井臨海学校④（番町小、千代田小　～29日まで） 千葉県南房総市岩井海岸

7 28 日 9:00～ 日曜開放 神田児童館

7 29 月 10:00～ 親子ヨガ あい・ぽーと麴町

至大荘行事（～8月２日まで） 千葉県勝浦市（九段中等教育学校）

7 30 火 14:00～ 東京ガス　エコ教室「ガス管で万華鏡をつくる」 四番町児童館

7 31 水 14:00～ 夏休み体育室スペシャル「ろくむし」 一番町児童館

8 1 木 10:00～ ふれあい体操 あい・ぽーと麹町

10:45～ 親子リズム１・２・３② 神田児童館

14:00～ 夏休み図工室スペシャル「すなえ」 一番町児童館

8 2 金

8 3 土 14:00～ 異世代ふれあい交流会 西神田児童センター

8 4 日

8 5 月 10:00～ リトミック（２クラス） あい・ぽーと麹町

8 6 火 海外大学派遣研修（～１４日まで） アメリカ・ロサンゼルス市近郊（九段中等教育学校）

8 7 水 14:00～ 夏休み図工室スペシャル「レインボーキャンドル」 一番町児童館

14:00～ 親子＆キッズバレエ（３クラス） あい・ぽーと麹町

8 8 木 14:00～ 夏休み体育室スペシャル「ジャンボふうせんバレー」 一番町児童館

8 9 金 14:00～ ヘッドマッサージ あい・ぽーと麴町

8 10 土 10:30～ エンジョイシーズン「夏」 富士見わんぱくひろば

8 11 日

8 12 月

2



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

1 子育て推進課 児童扶養手当など　現況届等の手続きを 現況届の周知 締切＝8月30日(金)

2 子育て推進課
手当・医療費助成の新規申請にはマイナン
バーカードの提示にご協力ください

マイナンバーカード提示の周知

3 子育て推進課
意見募集 旧高齢者センター跡地を活用し
た認可保育所の整備

旧高齢者センター跡地(神田神保町2-30)を
活用した認可保育所の整備計画に対する意
見募集

4
児童・家庭支
援センター

異世代ふれあい交流会
幼児、小学生のダンスや縁日ごっこ、盆踊
りなど、さまざまな世代で交流

8月3日(土)14持～16持
西神田児童セン
ター

5
児童・家庭支
援センター

体育室スペシャル
低学年～高学年一緒に、球技遊びや新聞紙
あそびなどをする

8月5日(月)～30日(金)14持～
15時(土曜・日曜、8/7、8/12
～16を除く)

西神田児童セン
ター

6
児童・家庭支
援センター

夏休みこわいおはなしスペシャル 司書さんこわいおはなしの読み聞かせ 8月28日(水)14時30分～ 神田児童館

7
児童・家庭支
援センター

集会室スペシャル
①ダーツスペシャル②ビリヤードスペシャ
ル③Wii PARTYスペシャル④ボードゲームス
ペシャル

8月5日(月)～30(金)(土曜・
日曜・祝日を除く)①～③10
時～12時④14時～16時

神田児童館

教 育 委 員 会 資 料
令 和 元 年 7 月 9 日

子 ど も 総 務 課

「広報千代田」
7月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）　22件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者会場

1



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

「広報千代田」
7月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）　22件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者会場

8
児童・家庭支
援センター

図工室スペシャル
①アイロンビーズであそぼう②レインボー
キャンドルをつくろう③マーブリングであ
そぼう

8月5日(月)～30日(月)14時30
分～16時30分(土曜・日曜・
祝日、8/7、8/12～16を除く)

神田児童館

9
児童・家庭支
援センター

遊戯室スペシャル
①紅白玉合戦②ユニホック③ビーチバレー
ボール④お楽しみスペシャル

8月5日(月)～30(金)(土曜・
日曜・祝日を除く)14時～15
時

神田児童館

10
児童・家庭支
援センター

遊戯室スペシャル
①スポーツ雪合戦②かくれドッジボール③
宝とり④納涼すいか割り

8月①1日(木)②8日(木)③22
日(木)④29日(木)①～③15時
30分～16時45分④15時～16時
45分

四番町児童館

11
児童・家庭支
援センター

夏休み描いて遊ぼう 等身大の自分を描こう
8月27日・28日(水)14時～16
時

四番町児童館

12
児童・家庭支
援センター

怖い話 司書さんによる怖い話の読み聞かせ 8月26日(月)13時30分～14時 四番町児童館

13
児童・家庭支
援センター

体育室スペシャル 卓球マシンで卓球の腕をみがく 8月22日(木)14時～16時30分 一番町児童館

14
児童・家庭支
援センター

図工室スペシャル ①木工作②アイロンビーズ
①8月14日(水)～16日(金)②8
月21日(水)14時～16時

一番町児童館

15
児童・家庭支
援センター

おばけやしき おばけがいる迷路の道を歩く 8月31日(金)14時～15時30分 一番町児童館
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開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

「広報千代田」
7月20日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）　22件

課 件　　　名 事　業　の　概　略

と　き 主催者会場

16
児童家庭支援
センター

ビー玉転がしアート 箱の中でビー玉を転がして、模様を描く
8月5日(月)～7日(水)乳児＝
10時30分～11時30分、小学生
＝13時～14時

富士見わんぱくひ
ろば
創作活動室

富士見わんぱくひ
ろば

17
児童家庭支援
センター

エンジョイシーズン夏
【水鉄砲大会】

テラスで水鉄砲大会を行います。
8月16日(金)13時15分～14時
45分

富士見わんぱくひ
ろば
テラス

富士見わんぱくひ
ろば

18
児童家庭支援
センター

くみひも作り
好きな色の糸(リリアン)を使って
くみひもを編む

8月21日(水)10時15分～11時
30分、13時30分～14時45分

富士見わんぱくひ
ろば創作活動室

富士見わんぱくひ
ろば

19
児童家庭支援
センター

夏のプラネタリウム
東京理科大天文学部共催で夏のプラネタリ
ウムを実施

8月22日(木)11時～16時30分
富士見わんぱくひ
ろばプレイルーム

富士見わんぱくひ
ろば

20
児童・家庭
支援センター

親と子の絆プログラム
べビママの会

赤ちゃんとお母さんが参加できる初めての
交流会

9月4日・11日(水)
10時～12時

西神田児童セン
ター
西神田コスモス館
3階

21
児童・家庭
支援センター

「親と子の絆プログラム ACT(アクト)すこ
やか子育て講座」

子どもの発達、行動、親子それぞれの気持
ちの理解、前向きなしつけ方法などを体験
的に学ぶ

9月5日～10月10日の毎週木曜
(全6回)10時～12時

神田児童館

22 学務課 中学校卒業程度認定試験
義務教育を猶予又は免除された方等を対象
に、文部科学省が中学校卒業程度の学力が
あるかどうかを認定する試験

試験日=10月24日(木)
東京都教職員研修
センター

文部科学省
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