
第9回中学生「東京駅伝」大会が、都内の中学2年生を対象に開催されま
す。
この大会は、東京都が中学生の健康増進や持久力をはじめとする体力向上、
スポーツの振興及び生徒の競技力の向上を目的として実施する区市町村対抗
の駅伝競走です。男子の部では42．195㎞を17人が、女子の部では30㎞を16人
が一本のたすきをつないで走ります。
本区では、平成24年度から小学生駅伝大会を実施しており、小学校時代に

各校の代表として駅伝大会に出場した選手が、中学校で陸上競技部に入った
り、選手としてこの中学生「東京駅伝」に出場したりするなど、体力向上面
においても小中の連携が一層進んできました。
昨年度の大会では、男女ともに大田区のユニフォームとベンチコートを着
て、チーム一丸となって臨みました。素晴らしい好天の中、力走する選手に
向けて保護者やＰＴＡ、学校関係者の応援が響き渡り、選手に力と元気を与
えていただきました。その甲斐もあって、女子の部6位、男子の部11位、総
合の部8位と健闘しました。特に、女子の部は10位までに贈られる敢闘賞と、
過去最高記録でゴールしたチームに贈られる特別賞を受賞しました。
今年も代表選手たちは、土曜日に多摩川六郷土手に集い練習を重ねていま
す。昨年度の第8回大会に出場した先輩も練習に駆けつけるなど、選手団は
大いに盛り上がり、練習に励んでいます。是非、大会当日は、各学校から選
抜された大田駅伝チームの選手たちに盛大な拍手を送ってください。

〈西六郷小学校〉
平成28・29年度「日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業」指定校として、全学年において日本の伝統・文化を体験的に学んでいます。

1：六郷とんび凧（地域の伝統・文化）
地域の方をゲストティーチャーとして迎
え、地元地域で伝統的に受け継がれている「と
んび凧」の歴史、由来、思い等を学んだ後、
実際に制作活動を行いました。完成後は校庭
で凧を揚げ、より地域の文化を身近に感じる
ことができました。

2：茶道
地域の方をゲストティーチャーとして迎
え、体験をしながら作法やお茶のたて方、い
ただき方などを学びました。正座や挨拶の仕
方など、現在とは違う習慣を知り、そこに込
められた昔の人々の心に気付き、日本文化の
良さを感じることができました。

日 時 平成30年2月4日（日）
〈開 会 式〉 午前9時30分
〈女子の部〉 午前10時～
〈男子の部〉 午後1時～

会 場 味の素スタジアム・都立武蔵野の森公園 特設周回コ
ース（最寄り駅・京王線 飛田給駅）

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

大田区立小中学校では、児童・生徒たちが授業
や部活動を通じて日本古来の文化や地域の伝統的
な遊びに触れる機会を持つ取組を行っています。

3：日本舞踊
実際に浴衣を着ての日本舞踊体験では、男女
ともに参加し、興味をもって学習に取り組みま
した。東京工科大学附属日本語学校の方々との
交流では、踊りを披露するとともに、調べたこ
とを分かりやすく伝える活動を行いました。

4：墨絵（絵手紙）
筆と墨を用いた表現の一つとして、絵手紙の
体験を行いました。テーマ（今回は、柿、ナス、
ピーマン）を一つ選び、想像したこと、感じた
こと、考えたことを文章化しました。テーマイ
ラストと文章を墨で描き、最後に消しゴムで作
ったオリジナルの落款（らっかん :はんこ）を
押して完成させ、絵手紙のもつ素朴な味わいに
触れることができました。

〈東調布中学校 三味線部〉
1：地域の高齢者施設で演奏を披露する三味線
部の生徒（左写真）
2：夏のわくわくスクールで体験教室
三味線部の生
徒が東調布第一
小学校の児童に
三味線と箏の演
奏を披露し、演
奏方法を教える
体験教室を実施
しました。
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今号の主な内容
1面 日本の伝統文化に触れる
2面 中学生職場体験を実施
3面 全国学力・学習状況調査の結果か

ら
4面 表彰結果（新聞コンクール、地球

にやさしいくらしポスター）
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日本の伝統文化に触れる

平成29年度 大田区学習効果測定結果

中学生「東京駅伝」大会が開催されます第9回

問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ5744－1435 ＦＡＸ5744－1665



今回で第16回を迎える「ものづくり教育・学習フォーラム」は、大田区の小・中学
校から高等学校、各企業・団体までが協力して開催する「ものづくりのまち大田」な
らではの一大イベントです。昨年度は、6，850名の来場者でにぎわいました。スタン
プラリーも実施しています。今年も多くの方々のお越しをお待ちしております。

10月25日（水）に、今年度第1回目となる大田区総合教育会議が開催されました。今回は、「区
立図書館の今後のあり方について」の検討を進めている教育委員会から、検討手順や、庁内検討
会で作成した原案について区長に報告しました。
原案では、4つの基本的な運営方針と、これを踏まえた基本的役割の充実、区民の特性に合わ
せたきめ細かな図書館サービスの提供、地域活動のインキュベーション機能の推進、図書館環境
の整備の四つを柱とする施策体系及び個別事業案について述べています。
各委員からは、図書館機能の拡充、地域の関わり方や学校図書室との連携などの一層の推進、
運営人材の資質向上、知的財産に対する価値の考え方、高齢者や障がい者等へのサービスの充実
などについて、さまざまな意見や提案がありました。
今後、会議での意見等をふまえて事務局であり方の原案を整理していくとともに、教育委員会
と区長とそれぞれが行う関連事務において調整を行っていくこととしました。

こんなことを
やっています

大田区における中学生職場体験は、勤労の尊さや意義を理解し、職業や進路の選択時に
必要な勤労観や職業観を身に付けることを目的としています。
今年度も、全ての区立中学校の第2学年の生徒が3日間以上の職場体験を行っています。
キャリア教育の充実の視点から、共に助け合って生きる人間としての生き方について自覚
を深め、将来の社会人として自立していくための態度を育成しています。
問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ 5744－1435 ＦＡＸ 5744－1665

僕は、この職場体験で「あいさつ」が大事だと分かりました。職
場の方が、「あいさつ一つで第一印象が変わり、普段のあいさつの
仕方によって、その人の見方が決まる」と言っていました。この差
は、社会に出ると明確に出るため、今からあいさつの習慣をつけて
いこうと思いました。
1日目、班全員であいさつに気を付けようと決めました。職場の
方からは、「君たちはあいさつが出来てすごいね。」と言われまし
た。僕は、こんなことで第一印象が良くなるとは思いませんでした。
そして同時に、これができないとダメだと思いました。あいさつは、
言っていればしっかり相手に伝わるというのが1日目で実感できま
した。2日目、3日目もあいさつをきちんと行い、仕事はスムーズ
に進みました。あいさつはとても大事だと改めて思いました。
僕がこの3日間で学んだことは、あいさつの大切さです。これは
将来の職業に生かせる、とても良い経験になりました。

1 体験発表…
区内小・中学校等による
ものづくり体験、職場体験発表

2 作品・体験学習展示発表

私は今まで、お客さんとしてこのスーパーには何度も来ていまし
た。しかし、お客さんが買い物をしやすいようにする工夫や、お客
さんに質問された時にうまくお答えするにはどうしたらいいかな
ど、働いてみて気付いたことがたくさんありました。野菜や果物の
袋詰めでは、大きさをバランスよくしたり、少し傷があるものを分
けたりするなど、お客さんが買ってくれるような工夫がしてありま
した。自分で袋詰めした野菜が売り場に出ていたことがうれしかっ
たです。品出しは、お客さんに道を聞かれたり質問をされたりしま
した。私は、最初は緊張していたけれど、なるべく笑顔で、お客さ
んが話しかけやすい雰囲気をつくることを意識しました。また、最
初は大きな声で言えなかった「いらっしゃいませ。」も、最後には
言うことができました。
私はまたスーパーで働いてみたいです。あいさつや言葉づかいに
気をつけ、周りを見て行動できる人になりたいと思いました。

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

3 ものづくり競技会…
技術・家庭科技能コンテスト
（区内中学校代表生徒）

開催日時 平成30年1月20日（土）9 :00～16:00
会 場 大田区産業プラザＰｉＯ

（南蒲田1－20－20）

問合先 教育総務課庶務係
ＴＥＬ5744－1422 ＦＡＸ5744－1535

4 ものづくり体験…
楽しい発表・体験が盛りだくさん!!

中学生職場体験を実施中学生職場体験を実施

生 徒 の 感 想 か ら

ワクワク ドキドキ
ステキなものづくり！
ワクワク ドキドキ
ステキなものづくり！ものづくり教育・学習フォーラムを開催

第1回総合教育会議を開催平成29年度 区長と教育委員が意見交換
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小学校第6学年

中学校第3学年

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29年
度おおたの教育研究発表会」を開催します。今回は、教育研究推進校
（8校）及び、家庭学習研究推進校（2校）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。ぜひ御参加ください。

日 時 平成30年2月13日（火）午後2時開会
場 所 池上会館（大田区池上1－32－8）
全 体 会 2階集会室 分科会 : 各会議室
申込方法 大田区立学校の保護者の方は、学校へお申込みください。

区内在住の方は問合先へ「住所・氏名・希望する分科会」
を電話かファクシミリでお申込みください。

申込締切 平成30年1月25日（木）
そ の 他 ・分科会は、「①学力の向上 ②体力の向上 ③思考力・

判断力・表現力の育成 ④自己肯定感の育成」の4つの
テーマに分かれます。
・教育委員会では、学校が当面する教育課題を積極的に解
決するための教育研究推進校を指定し、実践的な研究を
奨励しています。2年次には、研究成果を広く他校へ普
及・啓発するために、研究発表会を開催しています。
・大森第五小学校は2月2日（金）に研究発表会を開催い
たします。

問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ5744－1435 ＦＡＸ5744－1665

平成29年4月に小学校6年生と中学校3年生を対象に、全
国学力・学習状況調査が実施されました。本調査は、児童・
生徒の学力・学習状況を把握・分析することにより、教育及
び教育施策の成果と課題を検証しその改善を図るとともに、
児童・生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立て
ることを主な目的として実施しています。
今年度より平均正答率の数値は、小数点以下は四捨五入さ
れ、整数で表されております。結果は右記のとおりです。小
学校では、国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂと、全ての科目において
全国の平均正答率を上回る、もしくはほぼ同じ数値を示して
います。中学校においては、国語Ａ・Ｂについては、ほぼ同
じ数値、数学Ａでは下回っていますが、数学Ｂでは上回る数
値を示しています。
また、質問紙調査と学力調査の結果の相関関係をみると、
「家で学校の宿題をする」など家庭における学習習慣はもち
ろんのこと、「同じくらいの時刻に寝たり起きたりする」「朝
食を食べる」などの生活習慣が良好な児童・生徒の平均正答
率が、そうでない児童・生徒の平均正答率を大きく上回って
いるという結果が出ています。
この結果を踏まえ、各学校では、児童・生徒の学習意欲を
高める取組を推進するとともに、家庭と連携を図りながら「早
寝・早起き・朝ごはん」に代表される基本的生活習慣の確立
を推進してまいります。
問合先 指導課指導主事 ＴＥＬ5744―1435 ＦＡＸ5744―1665

小学校第6学年

※調査問題について
Ａ問題 身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼ

す内容や、実生活において不可欠であり常に活用できるよう
になっていることが望ましい知識・技能など

Ｂ問題 知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な
課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力など

※池上第二小学校、馬込中学校（家庭学習研究推進校）は、全体会で発表を行う予定です。

中学校第3学年

小学校第6学年

中学校第3学年

大田区 東京都 全国

国語Ａ 76 76 74.8

国語Ｂ 58 60 57.5

算数Ａ 80 81 78.6

算数Ｂ 48 49 45.9

大田区 東京都 全国

国語Ａ 77 79 77.4

国語Ｂ 72 74 72.2

数学Ａ 64 66 64.6

数学Ｂ 49 50 48.1

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

1．している 77.5 60.5 82.3 50.2

2．どちらかといえばしている 66.5 45.0 71.1 36.3

3．あまりしていない 61.3 44.1 64.4 38.2

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

1．毎日食べている 77.0 59.9 81.9 50.0

2．ほぼ毎日食べている 69.4 50.1 74.3 40.3

3．ほぼ食べていない 65.8 44.9 67.2 34.5

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

1．している 80.5 76.5 68.5 52.1

2．どちらかといえばしている 72.6 65.5 57.3 43.8

3．あまりしていない 70.6 61.3 53.4 42.5

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

1．毎日食べている 79.0 74.1 66.5 50.8

2．ほぼ毎日食べている 71.5 64.6 54.2 41.3

3．ほぼ食べていない 67.5 59.0 50.4 38.1

分科会テーマ 学校名 研究主題

①学力の向上
出雲小学校 保護者・地域と連携した生活・学習習

慣の改善と教員の授業力向上

松仙小学校 「楽しい」学校の創造～生活・総合的な
学習の時間の「楽しい」授業の創造～

②体力の向上

糀谷小学校 運動の楽しさや喜びを味わい、学びを
実感できる体育学習

徳持小学校
する子 みる子 支える子 知る子の育
成～体育科「体つくり運動」、オリンピ
ック・パラリンピック教育を通して～

③思考力・判断力・
表現力の育成

大森第五小学校
「根拠・理由・主張」を大切にした指導を
通して、思考力・表現力を育てる～国語
科・社会科・生活単元学習を通して～

赤松小学校 学びを創る －ESDの充実を通して－

④自己肯定感の
育成

糀谷中学校
「『こころ豊かな』生徒の育成」～体
験的な活動を通して自己肯定感や進ん
で社会に貢献する心や態度を養う～

池上第二小学校
伝えよう 受けとめよう 対話で高ま
る読みの力 ～学校図書館利活用・
ICT機器活用もしながら～

平成29年度 全国学力・学習状況調査の結果から平成29年度 全国学力・学習状況調査の結果から
平均正答率

家で学校の宿題をしていますか 朝食を毎日食べていますか

おおたの教育研究発表会を開催おおたの教育研究発表会を開催

平成30年（2018年）1月1日 第134号 3おおたの教育



平成29年11月17日に、第1回
親子で読もう！新聞コンクール
の表彰式が行われました。区内
小・中学校から1197名の応募が
あり、審査の結果、次の8名が
受賞しました。

【最優秀賞】徳持小3年 石川 詩

教育委員会教育長等の就任について
平成２９年１２月２１日をもって津村正純教育長が任期満了により退任し、新
たに平成２９年１２月２２日付けで小黒仁史教育長が就任いたしました。
また、尾形威委員、藤﨑雄三委員、横川敏男委員の任期満了による退任
に伴い、平成２９年１２月１２日付けで三留利夫委員、平成２９年１２月２２日付けで
後�貴美子委員、弘瀨知江子委員が就任いたしました。

教育委員会定例会の主な議題
■平成29年第9回定例会 平成29年9月27日（水）開催
■平成29年第10回定例会 平成29年10月25日（水）開催
・大田区教育委員会非常勤職員の報酬の額に関する規則の一部を改正する
規則 ほか一件
■平成29年第11回定例会 平成29年11月22日（水）開催

夏休みに小・中学生のみなさんから、環境
問題に対する意識を深めることを目的とし
て、地球にやさしいまちづくりポスターを
募集しました。
審査の結果、ポスター作品（応募者：189

作品）の受賞者が決定しましたのでお知ら
せします。
問合先 環境計画課計画推進担当
ＴＥＬ 5744-1625 ＦＡＸ 5744-1532

教育長
小黒 仁史

委員
三留 利夫

【大田区長賞】
大森第三中学校 3年 田中 春光
テーマ「組み体操をどうするべきか」

【大田区教育委員会賞】
蓮沼中学校 2年 大関 百桃
テーマ「『認知症にやさしい社会』とは」

【審査員特別賞】
調布大塚小学校 6年 武本 昇大
テーマ「生まれ変わる！？日本橋」

【学年別優秀賞】
〈中学校 第3学年〉大森第三中学校 3年 肥後 典佳

テーマ「保育園と特別養護老人ホームの併設」
〈中学校 第2学年〉蓮沼中学校 2年 保坂 朱乃

テーマ「18歳が成人に！？」
〈中学校 第1学年〉出雲中学校 1年 内田 陽毬

テーマ「現場目線の働き方改革」
〈小学校 第6学年〉道塚小学校 6年 高美 功

テーマ「いじめの『傍観者』にならないために」
〈小学校 第5学年〉東調布第一小学校 5年 小森 花梨

テーマ「高れい化と老犬化の未来」

委員
後� 貴美子

【最優秀賞】小池小4年 谷中 美聖

委員
弘瀨 知江子

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

【優秀賞】

山王小1年 光田 優大

馬込第二小2年 湯朝 くみこ

馬込第二小4年 本田 万丈

馬込第二小6年 本田 果蓮

馬込東中2年 石川 舞純

南六郷中1年 本間 遥伸

【エコライフおおた賞】

山王小2年 野口 花帆

池雪小4年 黒木 可南恵

大森第六中2年 清水 睦剛

【入選】

大森第三小3年 福崎 誠人

徳持小1年 石川 花

馬込小5年 山本 蒼太朗

池雪小6年 堀田 弓鈴

大森第六中1年 神山 佳

大森第六中1年 喜田 結子

貝塚中3年 山田 芽依

雪谷中3年 紺野 安純

雪谷中3年 森田 夏凜

羽田中3年 杉浦 唯

教育委員会定例会の開催予定日
■日程 ①平成30年1月24日（水）

②平成30年2月14日（水）
③平成30年3月28日（水）

■時間 ①・③午後1時から ②午後2時から
■場所 蒲田5-37-1ニッセイアロマスクエア5階

教育委員会室
※予定が変更になる場合があります。傍聴を希望される方は、
あらかじめ下記問合先へご確認ください。
※手話通訳・要約筆記が必要な方は、開催日1週間前までに
ご連絡ください

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

【最優秀賞】馬込東中2年 小野 里々花

受賞おめでとうございます
親親子子でで読読ももうう！！新新聞聞ココンンククーールル親子で読もう！新聞コンクール第1回

ポスター受賞者発表みんなで考えよう！
「地球にやさしいくらし」
みんなで考えよう！
「地球にやさしいくらし」
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