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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！

★ Pick Up 千代田区の運動会

★ あなたの子育てを応援します!

★ 教員研修

★ 千代田ICT教育

★ 教科書採択結果について

  
▲ ▲ ▲
 主な記事

この広報は再生紙を使用しています。

昌平小学校
　9/26（土）、昌平小学校においてスポーツ教育と防災教育をおもな目的とする
「昌平スポーツフェア」が行われました。開会式では校長先生が「コロナウイル
スの影響でいつもの運動会とはやり方が違いますが、仲間と協力して楽しい時
間にしましょう」とあいさつ。1年生の代表が「みんなで力を合わせて頑張ります」
と宣誓し、全員が「エイエイオー！」と元気いっぱいに声をあげました。
　児童が密集するのを防ぐため、学年ごとの交代制で共通の競技を実施。短
距離走では、誰もが全速力でグラウンドを疾走しました。防災教育の一環である
「防災スポーツ®」では、動物型の人形を救助者に見立ててレスキューにチャレ
ンジ。チームで協力しながらレスキューを学びました。そして最後は6年生が
大迫力のソーラン節と昌平祝太鼓を披露。会場は大きな拍手に包まれました。

　10 /17（土）、開園10周年を迎えたふじみこども園において運動会が行われ
ました。当日は悪天候だったため、会場を体育館に変更。わんぱく組（4歳児）
とふぁいと組（5歳児）は、三密対策の入れ替え制でプログラムを実施しました。
　わんぱく組の園児は、忍者の修行を受けるという設定でかけっこやダンスにト
ライ。忍者の格好をした職員に見守られる中、ハツラツとした表情でプログラム
を体験しました。ふぁいと組の園児は、10周年を祝うエネルギッシュな表現「ソ
イヤ！ふじみの祭り」や各チームがバトンをつないでいくリレーに全力で挑みまし
た。また、どちらの組の子どもたちも保護者とともに「おめでとうを100回」を踊
り、にぎやかで楽しい時間を過ごしました。閉会式では園長先生が「みんなの精
一杯の元気に感動しました。ありがとう！」と、気持ちを伝えました。
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さわやかな風が吹き渡る今秋、千代田区の各教育施設において運動会が開催されました。さわやかな風が吹き渡る今秋、千代田区の各教育施設において運動会が開催されました。
新型コロナウイルス対策をしっかりと行った各会場では、子どもたちが元気に体を動かしました。新型コロナウイルス対策をしっかりと行った各会場では、子どもたちが元気に体を動かしました。

千代田区の運動会Pick Up

どんな競技も全力でチャレンジ!
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【利用対象】 区内在住で生後6か月～
小学6年生のお子さんを子育て中の方
【利用時間】 原則7時～21時
【利用料金】 1時間800円～1,000円
（預かる時間帯によって異なります）

区では、子育て支援に関する
様々なサービスを提供しています。
これらのサービスを上手に活用して
楽しく子育てしましょう。

子どもショートステイ事業
　区内在住の0歳（生後2か
月程度）から小学6年生まで
のお子さんを、保護者の疾
病や一時的に養育が困難に
なっていると区が認めたとき
に、宿泊で預かります。

【利用できる日・時間帯】
24時間365日（1か月のうち原則6泊7日以内）
※1泊は宿泊を伴う24時間以内

【預かり場所】
以下の施設において、お子さんの年齢や認定状況により区が決定しま
す。詳しくは、QRコードから千代田区ホームページをご覧ください。

※トワイライトステイ（夜間預かり）と日中一時預かりも実施

二葉乳児院 生後2か月程度～
満3歳未満

1泊 3,000円託児園anton
 （アントン） 主に0歳～2歳

協力家庭 0歳～小学6年生

千代田フレンズ※ 2歳～小学6年生 1泊 5,000円
（2泊目以降 3,000円）

子育てコーディネーター事業
　身近に子育てについて気軽に相談する相手がいない保護者から
の悩みの相談や、保護者の多様
なニーズに応え、支援の情報提
供を行う「子育てコーディネー
ター事業」を実施しています。
　子育てコーディネーターは、地
域の身近な相談者として、心に寄り添い、一緒に考え、必要に応じて適
切な窓口につなげる役割を担っています。お気軽にご相談ください。

※いずれも、祝休日、年末年始は休み

あい・ぽーと麹町
（三番町7）

月～土曜 10時～18時
（土曜は17時まで）

03-3556-8474

千代田区役所
本庁舎2階
（子ども支援課窓口前）

月～金曜 8時30分～17時
※不在の場合もありますので、
　事前にご連絡ください。

03-3264-2111
（内線7001）

〈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

ファミリー・サポート・センター
　地域でお互いに助け合いながら子育てをする会員制の組織で、
「子育ての応援をしてほしい方（依頼会員）」と「子育ての応援をし
てくださる方（支援会員）」で構成されます。依頼会員から依頼を
受け、アドバイザーが日時・内容等を確認して、内容に応じられる支
援会員を探し、依頼会員に紹介します。

● 相談内容によってはご希望に添えな
い場合もあります。
● 地域の子育てに理解と熱意のある18
歳以上の方の、支援会員への登録を
お待ちしています（講座の受講が必
要、依頼会員と両方の登録も可能）。

児童の送迎の様子

支援会員講習会の様子

利用料金

電話番号実施時間実施場所

対象年齢実施場所

〈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

〈問い合わせ〉  ファミリー・サポート・センター（社会福祉協議会内）  電話03-6265-6523
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預かり保育
　一時（いっとき）預かり保育は保護者の方がリフレッシュしたいとき
などに、就学前のお子さんを預けることができるサービスです。
　通院・仕事などの用事でなくても「美容院に行きたい」「たまっ
た家事を片付けたい」「毎日寝不足、とにかく眠りたい」など理由を
問わずご利用いただけます。
　保育は、保育士免許取得者や、講習を受けた支援員が行いま
すので安心してお預けください。
　実施場所によりお預かりできる対象や時間帯、料金等が異なります
ので、詳しくは区HPもしくは「子育て応援!!ガイドブック」をご覧ください。

〈問い合わせ〉  児童・家庭支援センター子育て事業係  電話03-5298-2424

子育てひろば
　各児童館や、子育てひろば「あい・ぽーと」麴町では、0～2歳
児を中心とした乳幼児親子の集いと交流の場として「子育てひろ
ば」を実施しています。専用のスペースに、遊具や玩具、絵本等
が備えられており、親子で自由に遊ぶことができます。お友だちと
一緒に遊んだり、子育ての情報交換をしたり、先輩パパママに相
談したり…楽しい交流の場でもあります。
　ひろばでは、リズム遊びやふれあい遊び、季節の行事など、親子
で楽しめるプログラムや、子育てを応援する各種講座も実施して
います。また、専門のスタッフがおりますので、子育ての不安や悩
みをいつでも気軽にご相談いただけます。ぜひ一緒に、楽しく子
育てをしましょう!

〈問い合わせ〉  児童・家庭支援センター子育て事業係  電話03-5298-2424
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　ドイツの生活や文化について知ろう
と、インターネットを活用して調べました。
　今まで知らなかったドイツの食文化
などが分かったり、ドイツの子に「よく
する遊びのことを聞いてみよう」と質
問を考えたりしました。また、子ども
から「日本
の文化をド
イツに伝え
たい。」とい
う声が上が
りました。

ドイツの子とは、趣味とかよくやること、ゲームなどにつ
いて話してみたいです。ドイツのことをいろいろ知るこ
とができるのが楽しみです。

ドイツの子としゃべることができて、友だちになれたら
嬉しいです。好きな物とか、ドイツで有名な日本の物と
かについて聞いてみたいです。交流ができるようになっ
て、知らないことが分かるようになることが楽しみです。

交流学習は、お互いの作品を発表し合
う活動が多いですが、今回のように

協働で何かを作り上げる学習活動は、更
に一歩踏み込んだ深い交流学習になるこ
とが期待できると考えています。千代田
区から、人々とつながりながら何かを創
り出したり、未来を切り拓いたりしていく
先進的な授業を発信したいです。

　日本の文化を伝える方法の一つとして、プログラミ
ングでゲームを作り、ドイツの子に取り組んでもらお
うと考えました。
　金魚すくいやおみくじ、かき氷やヨーヨー釣りなど、
日本のお祭りの様子を感じてもらえるようなゲームを
作成しました。

　10月8日　ドイツのTim先生からドイツ語の挨
拶やじゃんけんの仕方を教わりました。
　好きな食べ物を尋ね合うなど楽しい交流をす
ることができました。
　今後は、日本とドイツの共同チームをいくつか作
り、プログラミングでスポーツゲームを作成し、eス
ポーツ大会も開く予定です。九段小学校では、ICT
を活用することで、
子ども達の考えや
願いが新たな学び
を創り出し、世界と
つながっています。

ドイツについて
調べたい

一人一台一人一台 からのからの 学び学び をを 創る創る

千代田千代田

千代田区では、経験に応じた様々な研修を実施しています。教員に
なってから3年目までの教員については、教員としての基礎的な資質・
能力の向上を図るため、若手教員研修を行っています。今回は、令和
2年度に採用された教員1年目の幼稚園、こども園、小学校、中学校の
教員に対して実施した夏季集中研修について、ご紹介します。
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● 「学校組織での役割を知る」
 ～チームビルディングを活用して～

● 「接遇について」／● 「子どもの
気持ちと子どもの育ちについて」

● 「研修のまとめ」

● 「子どもたち一人一人を大切に 
　するための取組とは」
　～誰一人おいていかれない、子どもたち 
　 全員が笑顔になる教育の取組を考える～

● 「特別支援教育」 
● 「ICT教育」
● 「話合いのスキル」 
● 「よりよい授業づくり」

「特別支援教育」の研修では、講師が
一瞬見せた写真が何かを当てる活
動を行いました。私は予想以上に当
てることができませんでした。この活
動を通して、日頃教師の気が付かな
いところで子どもたちが困り感をもっ
ていることがあるのだと気づかされま
した。保育の際、子どもたち一人一
人にとってよりよい支援をしていくこ
との大切さを学ぶことができました。

ICTの研修では、子どもたちの意見を
集約できるソフトの活用の仕方を学
びました。子どもたち一人一人の考
えを視覚的に正確に把握すること
ができるので、様々な指導に取り入
れていきたいと思いました。さらに、
ICTを活用することで、子どもたちと
しっかりと向き合う時間を確保し、
指導の充実を図っていきたいです。

子どもたち一人一人を
大切にするための取組とは
～誰一人おいていかれない、子どもたち全員が
笑顔になる教育の取組を考える～

　子どもたち全員が笑顔になるためには、どんな取組をして
いく必要があるか、校種の枠を超え
て考え、グループごとに発表を行い
ました。2学期から子どもたちの支
援に取り入れていけるアイデアをた
くさん見付けることができました。

学校組織での役割を知る
～チームビルディングを活用して～

　学校・園で起こる課題について、「報告」、「連絡」、「相談」を
大切にして組織的に取り組むことの
大切さを、ロールプレイングで学びま
した。組織で取り組むことにより、課
題解決に向けた最善の方法が見付
けられることを学ぶことができました。

よりよい授業づくり
　2学期に実施する授業について、指導課長、教育研究専門
員、指導主事より指導・助言を受け
ながら検討しました。この検討を生
かして、授業案を再構築し、子どもた
ちの主体性を引き出せるよう、2学
期からの授業に取り入れています。

「話合いのスキル」の研修では、学
級内で肯定的な言葉を使うことで
子どもたちが安心して学習し、さら
には学習意欲を高められることを
学びました。早速、普段の授業や帰
りの会に、たくさんの子どもたちの
学びの意欲を引き出す声掛けをす
るように意識して指導しています。

プログラミングで
一緒につくりたい

日本の文化を伝えたい
（プログラミング）

九段小学校4年1組 担任  ▲ ▲   西川 竜太 主任教諭

おみくじを引
くゲームで

おみくじを引
くゲームで

日本のことを
紹介しよう。

日本のことを
紹介しよう。

千代田区では、GIGAスクール構想において、11
月より一人一台のタブレット端末が整備されまし

た。九段小学校では、海外ともつながりやすくなる機会と捉え、オンライ
ンの整備に先駆け、10月からドイツの小学校との交流を始めています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響によりドイツの学校が休校に
なっていますが、学校再開後の交流に向け、準備を進めています。

自分でもドイツのことを調べ、いろいろなことが分かっ
てきておもしろいです。ドイツの子とスポーツについて
話してみたいです。ドイツ語ももっと勉強したいです。

ソーセージ以外のおいしそうな

ソーセージ以外のおいしそうな
ドイツの料理を見付けたよ。

ドイツの料理を見付けたよ。

午前

午後

8/19

午前
午後

8/20

千代田幼稚園 ▲ ▲

𠮷田 悠歩 教諭

麹町小学校 ▲ ▲

河野 竣介 教諭

麹町中学校 ▲ ▲

城戸 翔太 教諭

教

1 2 3

教員としての資質・能力の向上のため
先生方も学んでいます!

員
研
修

つつながるながる  創  創り出すり出す  切  切り拓くり拓く!!

Connect 

Create 

Pioneer 

4年1組の
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ら
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千代田区教育委員会では、8月25日開催の定例会において
令和3年度から千代田区立中学校、九段中等教育学校前期課程

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、区立小学校で使用する教科書は

令和3年度も令和2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3年度 千代田区立九段中等教育学校後期課程使用 教科用図書採択

国語

国語総合
明治 新 精選国語総合 現代文編 4新 精選国語総合 古典編

第一 高等学校 改訂版 新訂国語総合 現代文編 6高等学校 改訂版 新訂国語総合 古典編
国語表現 東書 国語表現 6

現代文B 筑摩 現代文B 改訂版 5
第一 高等学校 改訂版 現代文B 6古典A 東書 古典A

古典B
筑摩 古典Ｂ 古文編 改訂版 5古典Ｂ 漢文編 改訂版

第一 高等学校 改訂版 古典B 古文編 6高等学校 改訂版 古典B 漢文編

地理
歴史

世界史B 山川 詳説世界史 改訂版 5,6日本史B 詳説日本史 改訂版
地理B 帝国 新詳地理B 4,6地図 新詳高等地図

公民
倫理 実教 高校倫理 新訂版 4,6
政治・経済 第一 高等学校 改訂版 政治・経済 6

数学

数学Ⅰ

数研

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

理科

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

保健体育 保健体育 大修館 現代高等保健体育改訂版 4,5,6

芸術
音楽Ⅰ 教芸 MOUSA1 4,6美術Ⅰ 日文 高校生の美術1
書道Ⅰ 教図 書Ⅰ 4

外国語

コミュニケーション
英語Ⅰ

啓林館

Revised ELEMENT
English Communication Ⅰ 4,6

コミュニケーション
英語Ⅱ

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 Expression 1 4,6
英語表現Ⅱ UNICORN English Expression 2 5,6

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
情報 情報の科学 日文 新・情報の科学 4,6

教 科 種 目 発行者略称 教科書名 使用学年

▲  

令和3年度使用 千代田区立中学校・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 光村図書 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） 東京書籍 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） 教育芸術社 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 開隆堂 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2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。

千代田区千代田区

主 な 議 案主 な 議 案

主 な 報 告 事 項主 な 報 告 事 項

▶︎�令和2年度における千代田区立学校の学期及び夏季休業日を特
別に定める規則
▶︎令和3年度使用�千代田区立小学校教科用図書採択

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。

教育委員会定例会を傍聴しませんか？教育委員会定例会を傍聴しませんか？information

【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）

定例会９回を開催しました。
提出された議案は14件で、すべて可決されました。

令和
2年

令和
2年

55月月～～99
月月

▶︎�（仮称）外神田一丁目公共施設における私立学
童クラブの開設について
▶︎子育て世帯への臨時特別給付金について
▶︎�新型コロナウイルス感染症の影響により家計
が急変した世帯への就学援助の対応について
▶︎多子世帯における九段中等教育学校授業料支援について

【登録方法】
1   迷惑メールの設定をされている方は、登録の前に、@bousai.
city.chiyoda.lg.jpからのメールを受信できるよう設定を変更し
てください。

2   p-anzen@bousai.city.chiyoda.lg.jp宛にメール
を送信してください。（タイトルや本文は記入不要
です。） 右のQRコードから簡単に上記メールアド
レスを読み取ることができます。  

3   登録用メールが届いたら、記載されたURLをクリックしてくだ 
さい。

4   変更したい項目をクリックすることで、必要な情報のみ受け取
るよう設定を変更することができます。（登録時は、下記に記載
している全ての情報が選択されています。）

【配信情報】
 安全・安心情報

不審者等の子どもの安全に関する情報／災害・防災・国民保護等
に関する情報／大規模事故・大規模火災に関する情報等
 地震情報　  気象特別警報・気象警報・気象注意報
 指定河川洪水予報（荒川・神田川）　  土砂災害警戒情報
 記録的短時間大雨情報　  竜巻注意情報
 熱中症情報　  緊急のお知らせ（避難情報等）

安全  安心安全  安心
メ
ー
ル
メ
ー
ル

「不審者等の子どもの安全に関する情報」、「不審者等の子どもの安全に関する情報」、
「災害・防災等に関する情報」などを「災害・防災等に関する情報」などを
お手持ちの携帯電話やパソコンにお手持ちの携帯電話やパソコンに
電子メールで配信するサービスです。電子メールで配信するサービスです。
どなたでも登録することができます。どなたでも登録することができます。
※学校園・児童福祉施設連絡網メールを登録する際に、併せて安全・
　安心メールを登録された方は、改めて登録する必要はありません。

〈問い合わせ〉  災害対策・危機管理課  電話03-5211-4187
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