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大大田田区区ススポポーーツツ推推進進元元年年！！大大大大大大大大大大大田田田田田田田田田田田区区区区区区区区区区区スススススススススススポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツ推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進元元元元元元元元元元元年年年年年年年年年年年！！！！！！！！！！！
平成２３年６月に制定された「スポーツ基本法」では、スポーツを通じて幸福で豊かな
生活を営む権利、人と人、地域と地域との交流、スポーツに係わる多様な主体の連携と
協働等がうたわれています。
大田区では、平成２４年に「スポーツ健康都市宣言」の実施、「（仮称）大田区スポー

ツ推進計画」の策定、「大田区総合体育館」の開館、「スポーツ祭東京２０１３」のリハー
サル大会の開催などを予定しています。区のスポーツが新たな時代を迎えます。

平成２５（２０１３）年、東京で第６８回国民体育大会が開催されます。

大田区では正式競技としてカヌー（スプリント）競技が行われます。

それに先立ち、今年は７月１５日（日）に、

リハーサル大会（関東ブロック大会）が開催されます。

スピード感にあふれ、見応えのある競技をお楽しみください。

６月に大田区はスポーツ健康都市宣言を行います！
「（仮称）大田区スポーツ推進計画」とあわせて、「おおた未来プラン１０年」の実現を目
指し、「スポーツ健康都市宣言」を行う準備を進めています。大田区総合体育館の開館
セレモニーで宣言を行います。

「おおた未来プラン１０年」
で掲げた目標「誰もが自分ら
しく、健康で生きがいをもっ
て暮らせるまち」「地域力を
活かし、人に優しいまち」の
実現を目指し、大田区のスポ
ーツ施策を体系化し、効率的、
計画的に事業を行うために策
定を進めています。計画の期
間は平成２４年度から平成２８年
度までの５年間です。

問合先 社会教育課事業担当 ＴＥＬ ５７４４－１４４１ ＦＡＸ ５７４４－１５３９

正正式式競競技技

カヌー（スプリント）競技

「カヤック」と「カナディアン」の２種目、

それぞれ２００ｍ・５００ｍの競技があります。

会場 京浜南運河（都立京浜島つばさ公園

と羽田空港の間の水路）

日程 平成２４年７月１５日 リハーサル大会

平成２５年１０月４日～７日 本大会

デデモモンンスストトレレーーシショョンン競競技技（（予予定定））

＊都民の方が参加できる競技です。

日程 平成２５年９月

ゲートボール 会場大田スタジアム

ドッジボール 会場大田区総合体育館

ハング・パラグライディング

会場多摩川緑地区民広場

４，０００人が観戦できる都内
でも有数の体育施設で、区民
の生涯にわたるスポーツ活動
の振興の場にふさわしい総合
体育館として平成２４年６月３０
日に開館します。
身近な場所で一流選手のプ

レイなどを観戦し楽しむ「み
るスポーツ」と、スポーツを
行う場を区民に提供する「す
るスポーツ」を基本コンセプ
トとしています。

今 号 の 主 な 内 容

第１１０号 第１面 大田区スポーツ推進元年

第２面 教育研究発表会の開催

第３面 学習効果測定の結果

第４面 学校緊急連絡システム

区民安全・安心メールサービス

平成２４年（２０１２年）
１月１日発行

大田区総合体育館完成イメージ図

（仮称）大田区スポーツ
推進計画

大田区総合体育館の開館

「ゆりーと」
スポーツ祭東京２０１３の
マスコットキャラクターです

てい

【カナディアン種目】立膝の姿勢で、艇の片側をパド
てい

ルでかきながら艇を進めます。

かい

【カヤック種目】座った姿勢でパドル（櫂）の
てい

両端で左右交互に水をかきながら艇を進めます

今今年年ははススポポーーツツにに注注目目でですす！！
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区立小・中学校の教育研究推進校の研究成果を発表する「平成２３年度お

おたの教育研究発表会」を開催します。

今回は１０校の教職員による研究の概要、具体的な実践事例の報告と、学

校、保護者、地域の参加者との意見交換を行い、区全体の教育力の向上を

図ります。ぜひご参加ください。

�日 時 平成２４年２月１３日（月）午後２時

�場 所 池上会館２階集会室（大田区池上１―３２―８）

�問合先 指導課指導主事

ＴＥＬ ５７４４―１４３５ ＦＡＸ ５７４４―１６６５

社会人・職業人として自立できる子どもの育成を、地域ぐるみで推進し

ていく事業です。地域の商店や事業所のご協力をいただき、平成２３年度は、

すべての区立中学校において３日間以上の職場体験学習を実施していま

す。

＜平成２２年度 職場体験実績＞

体験生徒数 ３，９８１人 体験事業所数 １，２８４箇所

○小売・販売 ２８％ ○サービス業 １２％

○教育・医療・福祉 ２９％ ○公的機関等 ９％

○飲食店 １０％ ○その他 １２％（うち製造業 ６％）

※体験生徒数は、延べ人数です。

問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ ５７４４―１４３５ ＦＡＸ ５７４４―１６６５

世の中で使われている様々な

製品の部品が、工場でこうやっ

て一つ一つ作られていることを

知りました。このことは、僕の

世界観も変えました。世の中に

はたくさんの製品があります。

どの製品も大切につくられた部

品でできているのです。このこ

とを忘れずに、これからは出合

うモノを大切にしていきたいと

思います。

中学校生徒職場体験

今まで、普通のコンビニはきれ

いだと思っていた。けれど、コ

ンビニがきれいなのは、店員さ

んたちが一生懸命掃除をしてい

るからだ。私も沢山掃除をして

大変だったけれど、お客さんに

「ありがとう。」と言われると心

が癒され、またがんばろうと思

えた。

☆教育研究推進校
教育委員会では、学校が当面する教育課題を積極的に解決するため教

育研究推進校を指定し、実践的研究や活動を奨励しています。研究期間は

２年間で、各校が研究主題を定め、日常の教育活動に組み込み、学校全体

で組織的、実践的な研究を進めています。２年次には、研究成果を広く他

校へ普及・啓発を図るため、研究発表会を開催しています。

問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ ５７４４―１４３５ ＦＡＸ ５７４４―１６６５

これから行われる各校の研究発表会

○萩中小 １月２０日 ○千鳥小 ２月１０日 ○入新井第二小 ２月１７日

共に奏でるバイオリン
おなづか小学校

隔週火曜日、おなづか小学校では、２年生から５年

生まで２７人の児童が演奏するバイオリンの音色が校舎

に響きます。

学校地域支援本部「スクールサポートおなづか」の活動の

一環で行われている「おなづかバイオリンクラブ」の風景です。

多くの児童がバイオリンに触るのも初めてという中、４月から

始まったクラブは、バイオリンを貸出している「蒲田音楽学園」

山田学園長の指導の下、現在では楽曲「きらきら星」の演奏に

取り組むほど進んでいます。

「難しくない？」と、バイオリンの演奏について児童に尋ね

てみると、「そうでもない」「簡単」「楽しい」という答が返

ってきます。大人が困難に思うことも、子どもたちは素直にチ

ャレンジし、目標を越えていくものなのでしょう。１回１時間、

月２回という限られた活動の中で、山田先生は「全員が一緒に

上達するのが大事」と、決して急がず、クラブ員が揃って歩

んでいくのを見つめています。いずれ学年の枠を超え、児童

間で教え合い、助け合うような形で取り組めればとい

うお話でした。

問合先 教育総務課庶務係 ＴＥＬ ５７４４―１４２２ ＦＡＸ ５７４４―１５３５

学校名 研究主題

山王小
思考力・判断力・表現力を高める学習活動の工夫
―生活科・社会科の伝え合う活動を通して―

入新井
第二小

社会科授業づくりの基礎・基本
自ら調べ、考え表現しながら、社会認識を深める学習活動の工夫

千鳥小
伝え合う力を高める言語活動の工夫
―国語科を通して―

北糀谷小
進んで運動に取り組む児童の育成
―かかわり合いを大切にした指導法の工夫―

萩中小
生かそう 確かな表現力
―生活科・理科の指導を通して―

南蒲小
わかる喜びを味わい、確かな学力を身に付けた子どもの育成
―「わかった！」「できた！」「もっとやりたい！」が聞けるタイム
テーブルの工夫―

馬込東中
「道徳の時間」における指導法の工夫
―学校経営ビジョン「あいうえお学校」を生かした道徳教育の推進―

大森第十中
学力向上
―全ての生徒にわかる授業、魅力ある授業を目指して―

大森第六中
夢と希望を与える課題解決能力の育成
―地域の学びから世界の学びへ―

石川台中
「学習意欲を引き出し、一人一人の学びを大切にした学習支援体制の
確立」
―学習カルテの作成と学習カウンセリングを活用して―

おおおおたたのの教教育育研研究究
発発表表会会をを開開催催ししまますす！！ 平成２３年度教育研究推進校（２年次）と研究主題

中中学学校校生生徒徒職職場場体体験験

諸岡鈑金Ｓ．Ｓで
セブンイレブン西蒲田８丁目店で

今年度の志茂田中学校２年生
職場体験事後学習の「生徒の感想文」より

� 第１１０号 平成２４年（２０１２年）１月１日おおたの教育
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大田区では、児童・生徒一人ひとりの基礎的・基本的な学習内容の定着

状況を把握するため、区立学校に通うすべての小学校４年生から中学校３

年生を対象に、大田区学習効果測定を平成２０年度から毎年実施しています。

今年度は、平成２３年４月２７日に実施しました。

国語、算数・数学は、小５、小６、中２及び中３において「期待した点

数に達した児童・生徒の割合」が前年度を上回り、学習の積み重ねが見ら

れました。一方、社会科は小・中学校ともに、学年によっては５割を下回

る結果となり、さらなる授業改善と学習内容の確実な定着が課題となって

います。

教育委員会ではこの結果を詳細に分析し、児童・生徒に確かな学力を定

着させるため、授業改善リーダーにより「授業改善のポイント」を作成し

ました。各学校では、この「授業改善のポイント」を参考に授業改善推進

プランを作成し、授業改善に取り組んでいます。

問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ ５７４４―１４３５ ＦＡＸ ５７４４―１６６５

防防災災をを学学ぶぶ…………被被災災地地ととのの関関わわりりをを生生かかししてて
【大森東小学校の事例から】

大森東小学校の児童たちは、東日本大震災で被災した方々のために何か

できることはないかと考えました。大森ふるさとの浜辺公園の自然学習で

お世話になっている海洋大学海洋学部佐々木剛准教授の紹介で、被災地の

岩手県大槌町立大槌小学校に、児童が応援メッセージやうちわを、ＰＴＡ

の方々がランチョンマットを作って送りました。このつながりをきっかけ

に、大森東小学校が海沿いの学校であることから、５年生社会科で防災の

授業を行うことになりました。

海洋大学佐々木准教授の談話

「自分が住んでいた大槌町につ

いて調べてくれて嬉しい。世界の

人口の６割は海沿いに住んでいま

す。海は怖いが大切なものです。

被災地は自衛隊の人や国内外から

の援助によって助けられました。

防災は、一人一人の意識を高めて

いくことが大切です。」

〈フォトニュース〉

写真付きで分かりやすい記事を掲載しています。

〈イベント・講座のご案内〉

区民の方が参加できるイベント等を掲載しています。

防災の授業は、６人のゲストティーチャーに参加していただきました。

佐々木准教授、大森東一丁目町会会長の田中さん、戦前戦後を大槌町で過

ごしていらっしゃった町会の田中さん、コーシャハイム大森東自治会長の

片岡さん、地震の翌日に被災地入りした大森東消防署海難救助隊の山田さ

ん、大森消防署防災課係長の岡庭さんです。講師の先生から人々がどのよ

うに地震や津波などの自然災害に立ち向かい、防いでいるかを学びました。

そして、近くの防潮堤や水門まで歩いて現状を見ることで、自然災害から

身を守るためには何をしたらよいのか考えました。最後は防災標語を作り、

地域へアピールしていこうと、地域社会の一員としての自覚を深める児童

たちでした。

問合先 指導課指導主事

ＴＥＬ ５７４４―１４３５ ＦＡＸ ５７４４―１６６５

大田区は、平成２３年１１月１１日に

ホームページをリニューアルしま

した。

これに伴い、教育委員会のペー

ジも新たなものに変更しました。

これまでよりも「分かりやすさ

・親しみやすさ」を重視したデザ

インとなっています。くり返し利

用していただけるようなホームペ

ージづくりを目指していますの

で、ぜひ一度ご覧ください！

問合先 教育総務課庶務係

ＴＥＬ ５７４４―１４２２

ＦＡＸ ５７４４―１５３５

�日頃から 用意したいな 避難袋

�家族で話そう 避難ルート

�津波来た 急いで逃げよう 高台へ

�忘れない この日々が

当たり前ではないことを

小学校（６０校） 中学校（２８校）

第４学年 第５学年 第６学年 第１学年 第２学年 第３学年

国語
６４．２％
（６７．５％）

７５．０％
（７０．８％）

７７．２％
（７１．３％）

６２．５％
（７２．７％）

７０．０％
（６６．０％）

６４．２％
（５９．０％）

社会
４８．１％
（６８．６％）

６７．６％
（８０．０％）

４９．７％
（７１．９％）

３９．１％
（６０．５％）

３３．６％
（４７．７％）

３６．６％
（４６．５％）

算数
数学

７８．６％
（７９．０％）

８１．１％
（７９．３％）

７６．７％
（７３．８％）

６４．１％
（７５．４％）

６１．１％
（５５．５％）

５９．６％
（５６．３％）

理科
７５．５％
（６９．５％）

６３．５％
（７０．４％）

６１．９％
（７３．３％）

７２．５％
（６４．４％）

３８．３％
（３９．６％）

４５．８％
（４４．９％）

英語
６０．５％
（６８．５％）

６１．６％
（５７．６％）

ホホーームムペペーージジがが新新ししくくななりりままししたた！！！！
バナーを作成することで、分かりやすく、知りたい情報に

迷うことなくたどり着けるようになりました。

平成２３年度 大田区学習効果測定の結果
【期待した点数に達した児童・生徒の割合（％）】（カッコ内は前年度）大田区学習効果測定の結果から

児
童
が
作
っ
た
標
語
か
ら

防潮堤の仕組をフィールド
ワークで確認しました。

大森消防署の山田さんか
ら被災地での救助活動の
話をうかがいました。

平成２４年（２０１２年）１月１日 第１１０号 �おおたの教育
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�防犯情報（不審者情報など）
�防災情報（災害時の緊急情報など）
�気象情報（津波を含めた警報以上の発表など）
�地震情報（２３区震度３以上）
�水防情報（多摩川の水防警報など）
�防災無線（防災無線の放送内容）
※「学校緊急連絡システム」に登録すると、「区民安全・

安心メールサービス」の「防犯情報」が配信されます。

問合先 教育総務課庶務係 ＴＥＬ ５７４４―１４２２ ＦＡＸ ５７４４―１５３５

表彰 学年は受賞時のものです。

□スポーツ部門

�第２８回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部 ６年生３６�級 優勝

入新井第二小学校 ６年 米澤凌

小学生の部 ６年生２８�級 第２位

池雪小学校 ６年 吉川諒

�第６回全日本小学生ゴルフトーナメント決勝大
会

スナッグゴルフの部優勝（３名によるチーム戦）

池雪小学校 ６年 金子杏奈・吉村湖子

４年 村木レオン

�第３８回全日本中学校陸上競技選手権大会
男子砲丸投 ４位

東調布中学校 ３年 安藤夢

�２０１１東日本ジュニア体操競技選手権大会
女子Ａクラス跳馬 第２位

嶺町小学校 ６年 山�琴葉
�第５０回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会
男子砲丸投 １位

東調布中学校 ３年 安藤夢

�第５０回東京都中学校総合体育大会
新体操 個人総合第２位

の し たに

大森第三中学校 ２年 熨斗谷さくら

�第６４回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大
会

男子３年走高跳 第１位

馬込東中学校 ３年 澤尾慧太

男子砲丸投 第１位

東調布中学校 ３年 安藤夢

□文化部門

�平成２３年度民謡民舞少年少女全国大会
民舞団体の部 第３位

げん

Team幻（大田区社会教育団体）

�第１６回ＭＯＡ美術館東京都児童作品展
東京都知事賞

大森第三小学校 １年 高橋浩一

東京都議会議長賞

馬込第三小学校 ５年 小山起一

�平成２３年度薬物乱用防止ポスター東京都選考
優秀賞

雪谷中学校 １年 藤岡怜史

�第５１回東京都中学校吹奏楽コンクール
金賞（３年連続）

田園調布中学校吹奏楽部

�平成２３年度明るい選挙ポスターコンクール
東京都入選

馬込中学校 ３年 陳由莉

�第５回夏休み句集を作ろう！コンテスト
優秀賞

松仙小学校 ３年 青木奈緒子

�第１０回さかなの絵コンクール
水族館特別賞

千鳥小学校 ４年 永田萌江

□功労者

�東京都功労者表彰（教育功労）
大田区書道連盟会長・理事長 渡邉巽（渡邉東

龍）

教育委員会の主な議題

□平成２３年第９回定例会

�平成２２年度行政評価（事務事業）結果報告につ
いて

□平成２３年第１０回定例会

�大森スポーツセンター条例の一部を改正する条
例原案について

�大田区立伊豆高原学園に係る指定管理者の指定
手続等に関する規則

�就学援助費否認定処分に係る異議申立てに対す
る決定について

�学校事故に係る損害賠償額の専決処分の報告に
ついて

□平成２３年第１１回定例会

�平成２３年度一般会計第四次補正予算要求原案に
ついて

�大田区付属機関の構成員の報酬の額に関する規
則の一部を改正する規則原案の提出について

�大田区総合体育館条例施行規則
�大田区総合体育館条例の施行期日を定める規則
□平成２３年度第５回臨時会

�委員長選挙
教育委員会定例会の開催予定日

□日時 平成２４年１月１８日（水）

平成２４年２月１６日（木）

平成２４年３月２８日（水）

□時間 午後２時から

□場所 本庁舎６階教育委員会室

※予定が変更になる場合もあります。傍聴を希望

される方は、あらかじめ下記までご確認ください。

教育委員会委員長等の就任について

平成２３年１２月１０日をもって櫻井光政委員、野口

和矩委員が任期満了となりました。後任として、
たけし

平成２３年１２月１２日付けで尾形威委員、芳賀淳委員

が就任されました。また、第５回教育委員会臨時

会で、教育委員会委員長に藤�雄三委員、同職務
代理者に横川敏男委員が選任されました。

「学校緊急連絡システム」は、学校から児童・生徒の保護者へメー

ル、大田区から防犯情報を配信するシステムです。

「区民安全・安心メールサービス」は、登録した区民に大田区から

防犯・防災情報等を配信しています。

それぞれのシステムで配信される情報について紹介します。

□「学校緊急連絡システム」の登録
（１）対象者 区立学校に在籍している児童・生徒の保護者等。
（２）登録方法

４月に学校から配付される手順書に従って登録してください。
手順書が手元にない場合は、学校に請求してください。
（各学校によりメールアドレス、学校コードが異なります。）

（３）変更・削除
学校が変わった場合は、変更や削除の手続きが必要です。
小・中学校を卒業した方の登録は教育委員会で一括削除します。
中学校に進学された場合は、新たに登録の手続きが必要です。
変更・削除の手順書は各学校に請求してください。

□「区民安全・安心メールサービス」確認・登録方法
（１）新規メール作成から「kumin@anzen.city.ota.tokyo.jp」

を入力。空メールを送信してください。ＱＲコードでも入力
できます。

（２）メールアドレス登録用メールが届きます。画面の指示に従っ
て送信してください。

（３）登録画面が表示されます。受け取りたい情報を
選択してください。

（４）「登録」を押すと登録完了です。

【配信される情報】

配信内容

登録先
学校
メール

防犯
情報

防災
情報

気象
情報

地震
情報

水防
情報

防災
無線

学校緊急連絡
システム

○ ※

区民安全・安心
メールサービス

○ ○ ○ ○ ○ ○

「「学学校校緊緊急急連連絡絡シシスステテムム」」及及びび

「「区区民民安安全全・・安安心心メメーールルササーービビスス」」ををごご利利用用くくだだささいい。。

QRコード

委員長職務代理者
横川敏男

委員
尾形 威

委員
芳賀 淳

委員長
藤�雄三

問合先 教育総務課庶務係 ＴＥＬ ５７４４―１４２２ ＦＡＸ ５７４４―１５３５
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