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東京都教育委員会（教育庁）では、都民のみなさまからの提言やご意見・ご要望をメールで受け付けておりますので、お寄せください。

東京都教育委員会ではTwitterによる情報発信を行っています
https://twitter.com/tocho_kyoiku11月の第１土曜日は「東京都教育の日」です

平成26年度　東京都教育委員会の
主な事業を紹介します

　東京都教育委員会は、平成25年４月、「東京都教育ビジョン（第３次）」を策定しました。
　これは、＜社会全体で子供の「知」「徳」「体」を育み、グローバル化の進展など変化の激しい時代における、
自ら学び考え行動する力や社会の発展に貢献する力を培う＞ことを理念とし、その実現のために、今後東京
都が中・長期的に取り組むべき教育の方向性を示したものです。
　このビジョンで示す「知」「徳」「体」「学校」「家庭」「地域・社会」を柱とする「10の取組の方向」に基づき、
東京都教育委員会が平成26年度に実施する主な事業の中から、小・中学校に関連した事業をご紹介します。

知

徳

１  学びの基礎を徹底する ２  個々の能力を最大限に伸ばす

３  豊かな人間性を培い、規範意識を高める ４  社会の変化に対応できる力を高める

平成 26年度主要事業 …………………………………………………１・２
東京都立中高一貫教育校で学ぼう！ …………………………………… ３
教育委員会の動き ………………………………………………………… ４
39年ぶりに東京でインターハイ開催 !! ………………………………… ４
その他お知らせ・イベントなど ………………………………………… ４

主な内容

●　小学3～6年生までの算数の授業で習熟
度別指導ができるよう教員を配置し、個々
の児童の学習状況に応じて前の学年に
立ち戻る指導の徹底を図るなど、
学習の基礎・基本を徹底します。

●　東京都道徳教育教材集の活用と道徳授
業地区公開講座の充実を図るとともに、
道徳教育推進教師養成講座を実施して中
心となる教員を育成し、小・中学校の道
徳教育の取組を推進します。

●　全ての中学校で職場体験を実施するな
ど、キャリア教育を推進します。また、受
入事業所の拡大や、外部人材の導入・
活用の促進を図ります。

●　「理数フロンティア校」を小・中学校合
わせて100校指定し、効果的な指導方法

の研究や教材の開発等に取り組みま
す。また、「東京ジュニア科学塾」
や「中学生科学コンテスト」を
実施し、中学生の科学に対す
る興味・関心を伸長します。

●　英語に堪能な地域の人材等を
「小学校外国語活動アドバイザー」とし
て小学校に派遣し、小学校における外国
語活動の授業をより円滑に実施します。

　この印刷物には、視覚に障害のある方
への情報提供の手段として、音声コード
を添付しています。
　こちらの音声コードにより、活字文書
読上げ装置を使って、内容を聞くことが
できます。
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平成26年度　教育予算と都の一般会計
平成26年度の東京都教育委員会の予算額は7,591億円で、 東京都の一般会計予算６兆6,667億円の約11.4％を占めています。
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11.6％

警察と消防
12.9％

企画・総務
4.5％

特別区財政
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（首都大学東京含む）
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小中学校費（56.5％）
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科目別内訳 性質別内訳

教育委員会所管事業予算一般会計の歳出　6兆6,667億円

●　オリンピック教育推進校300校の指定
や、オリンピアン・パラリンピアンとの交
流等により、オリンピック・パラリンピッ
クへの理解や関心を深められるよう、
オリンピック教育を推進します。

●　東京都統一体力テストの調査結果を
基に、体育授業等の質を高め、運動量を
確保するための指導内容・方法の工夫や
改善を一層進めます。

●　アレルギー疾患に関わる事故再発防止
のため、予防体制と緊急対応の確立に関
わる取組を強化し、学校における組織的
対応を一層推進します。

●　防災教育副読本「地震と安全」などの
活用により、児童・生徒が「自助」「共
助」の精神に基づき適切に行動ができ
るよう、防災教育の改善と一層の充実を
図ります。

●　中学校・高校の英語科教員140名を 3
か月間海外へ派遣し、英語を効果的に指
導する最新の教授法の習得などにより、
授業改善を推進し、中学・高校生の英語
力の向上を図ります。

●　教員に対する体系的な研修や、衝動的
に体罰を行った教員等に対する特別な研
修プログラムを開発・実施します。また、
運動部の顧問等に対する指導者講
習会を実施し、体罰のない部
活動を推進します。

●　子育て経験者等の地域の人材
を生かした保護者への支援活動
の充実など、区市町村が行う家
庭教育支援の取組を支援します。

●　社会人としての自立に役立つ体験型の
教育プログラムを提供している企業等を
集め、その内容を紹介する講座を、教員・
区市町村担当者等を対象に開催します。
また、小・中学校でこれらの教育プログ
ラムが活用されるよう、支援します。

●　全ての学校に「学校いじめ対策委員会」
を設置し、組織的な対応の徹底を図りま
す。また、「いじめに関する授業」を定期
的に実施するなど、子供がいじめを見て
見ぬふりをせず、声を上げられる学校づ
くりを推進します。さらに、全ての小・中
学校に配置したスクールカウンセラーを
活用した面接の実施、いじめの実態調査
の継続実施と結果の分析・活用を通して、
被害の子供を組織的に守り通す取組を徹
底します。

●　学校の天井材、照明器具、外壁等の
非構造部材を含む施設の耐震化や、校庭
芝生化の推進・支援のほか、小・中学
校の音楽室等の特別教室の冷房化を支援
します。

7  教員の資質・能力を高める 8  質の高い教育環境を整える

9  家庭の教育力向上を図る 10  地域・社会の教育力向上を図る

５  体を鍛える ６  健康・安全に生活する力を培う



最寄駅：JR中央線「武蔵境」最寄駅：JR中央線「武蔵境」

最寄駅：東急東横線「都立大学」最寄駅：東急東横線「都立大学」

最寄駅：京王線「京王八王子」、
JR中央線「八王子」
最寄駅：京王線「京王八王子」、
JR中央線「八王子」

最寄駅：京王線「仙川」「調布」
JR中央線「三鷹」「吉祥寺」からバス
最寄駅：京王線「仙川」「調布」
JR中央線「三鷹」「吉祥寺」からバス 最寄駅：メトロ丸ノ内線

「中野富士見町」
最寄駅：メトロ丸ノ内線
「中野富士見町」

最寄駅：JR山手線「御徒町」、
都営大江戸線「新御徒町」
最寄駅：JR山手線「御徒町」、
都営大江戸線「新御徒町」

最寄駅：JR総武線「錦糸町」、
都営新宿線「菊川」
最寄駅：JR総武線「錦糸町」、
都営新宿線「菊川」

最寄駅：都営三田線「千石」、JR山手線「巣鴨」最寄駅：都営三田線「千石」、JR山手線「巣鴨」

最寄駅：JR中央線「立川」、
多摩都市モノレール「立川北」
最寄駅：JR中央線「立川」、
多摩都市モノレール「立川北」

最寄駅：西武池袋線「大泉学園」最寄駅：西武池袋線「大泉学園」立川国際中等教育学校

南多摩中等教育学校
三鷹中等教育学校

小石川中等教育学校

白鷗高校・附属中

両国高校・附属中富士高校・附属中

武蔵高校・附属中 大泉高校・附属中

桜修館中等教育学校

・６年間を通した一貫教育の中で、社会の様々な場面、分野において人々の信頼を得
て、将来のリーダーとなり得る人材を育成することを目的とした学校で、各学校が特
色ある教育活動を行っています。
・６年間の一貫教育を一つの学校で行う「中等教育学校」５校と、都立中学校と都立高
校を接続して６年間の一貫教育を行う「併設型」の高校・中学校５校があります。
（「併設型」の高校には、併設する中学校の生徒が進学することができるほか、併設
する中学校以外の生徒も、高校段階で受検して入学することができます。）

（都立中学校+都立高校）（都立中学校+都立高校）

中等教育学校中等教育学校

併設型併設型

中 高

都立中高一貫教育校で学ぼう！！都立中高一貫教育校で学ぼう！！

●立川国際中等教育学校の例
～国際社会に貢献できるリーダーとなるため、人格を陶冶する～
・英語、数学における習熟度別少人数の授業や、幅広い
教科学習の実施
・英語合宿や海外研修旅行の実施　　など

　平成25年度に、２年生（中
学２年生相当）は、夏休み
に英語合宿に参加しました。
　外国人講師と英語だけで過
ごす2泊3日は、英語力を伸
ばし、外国の人の生活習慣や
考え方を学ぶ良い機会です。
　また、希望者に学校で英語
だけで過ごすセミナーも夏休
みに開催します。

●富士高等学校・附属中学校の例
～自ら考えて探究し、将来の夢を実現させる～
・大学等と連携して講演会や研究施設への訪問などを行い、
生徒が課題を決めて、研究・論文作成や発表を実施

・英語力育成のための宿泊語学研修や短期留学の実施　など

●小石川中等教育学校の例
～豊かな教養と学力を身に付け、新しい文化を創り出す～
・国内外の科学コンテスト等への挑戦
・自然科学、数学、英語等の様々な分野から、生徒が
テーマを設定し、研究・成果発表を実施　　など

　平成25年度に、3年生（中
学3年生相当）は、保護者や
大学の先生にも聴衆として参
加していただき、パワーポイ
ントなど、各テーマに適した
方法で、研究成果の発表会を
行いました。
　今後、上の学年で、論文や
英語での要旨作成などにつな
げていきます。

　平成25年度に、中学2年生
は、東京大学の研究室を訪問
し、大学の先生から講義を受
け、高圧実験室での落雷を起
こす実験を見学しました。
　今後、上の学年で、グルー
プで決めた課題について研究
し、最終的には論文作成や発
表を行います。

　各学校の特色などの詳細は、各学校のホームページを
ご覧ください。次の東京都教育委員会ホームページアド
レスからも、各学校のホームページへつながります。▼
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/link-2.html

　平成27年度入学者決定（平成27年４月
入学生の募集）の日程等については、平成
26年6月中に東京都教育委員会ホームペー
ジに掲載する予定です。

都立中高一貫教育校ってどんな学校？

都立中高一貫教育校の特色ある教育活動って？
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とうきょうの教育

〈 議案 〉

〈 報告 〉

❶ 教育委員会の開催状況 ❷ その他の活動

教育委員会は、原則として毎月第２・第４木曜日に開催しています。
開催状況・会議録は東京都教育委員会ホームページに掲載しています。

話してみよう  あなたの心配
東京都教育相談センターのご案内

03（3360）8008
●教育相談一般● ●外国人児童・生徒相談●

子育ての悩みや不安、いじめ、不登校など
平　　日：午前９時から午後９時まで
土日祝日：午前９時から午後５時まで

中国語は毎週金曜日、英語、韓国・朝鮮
語は第 2・第 4 金曜日（午後１時から午
後５時まで）（受付は午後４時まで）
※来所相談は要予約

東京都教育相談センター
〒169-0074 東京都新宿区北新宿四丁目６番1号（東京都子供家庭総合センター４階）
電話：03(3360)4172（管理係）　ファクシミリ：03(3360)4198

●東京都いじめ相談ホットライン●

03（5331）8288  〈24時間受付〉
いじめに悩む子供本人や保護者等からの相談に 24 時間体制で応じています。

※ホームページからご利用ください。●メール相談●
http://www.e-sodan.metro.tokyo.jpホームページ

観覧者を募集しています！（事前申込が必要です。）
 ＜６月20日（金）締切＞
お申込方法等の詳細は、大会ＨＰでご確認ください。

自転車の通行ルールを守りましょう！
気軽に利用できる自転車ですが、その反面様々な危険が潜んでいます。
交通ルールを守り、安全に楽しく自転車に乗りましょう。
＜東京都青少年・治安対策本部＞

事故に備えて保険に加入しましょう事故に備えて保険に加入しましょう

自転車の通行ルール

▲ ▲ ▲

※上記時間以外は留守番電話及び電子メールによる対応をしています。（閉庁日・年末年始を除く。）

植物性インクを使用しています。

古紙配合率 70％再生紙を使用しています

東京都

山梨県

千葉県

神奈川県

〈自転車競技〉 〈ホッケー〉 〈ウエイトリフティング〉 〈カヌー〉

〈陸上競技〉 〈卓球〉 〈サッカー（男子）〉 〈ボート〉

〈登山〉 〈ヨット〉 〈フェンシング〉

〈剣道〉 〈レスリング〉

〈弓道〉 〈テニス〉 〈なぎなた〉

〈体操〉 〈バレーボール〉

〈ボクシング〉

〈ソフトボール〉〈ハンドボール〉

〈サッカー（女子）〉 〈相撲〉

〈柔道〉 〈空手道〉 〈少林寺拳法〉

〈水泳〉 〈バスケットボール〉 〈バドミントン〉

〈アーチェリー〉

〈ソフトテニス〉

　８月に、高校生最大のスポーツの祭典である「全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」を、東京都、千葉県、神奈川県及び山梨県の南関東四
都県が合同で開催します。2020年東京オリンピックで活躍が期待される高校生アスリートの大会に、ぜひ足を運んでください。

≪開催日≫
平成26年8月1日（金）
≪開催場所≫
味の素スタジアム（調布市）
≪時　程≫
開　　場　14時30分
入場締切　16時00分

式　　典　16時30分から17時30分
公開演技　テーマ「

きら

煌めく青春～成長～」
　　　　　17時40分から18時15分

平成26年７月２６日（土）～８月２０日（水）
各競技会場及び日程のご案内は、大会ＨＰでご覧いただけます。

入場無料！（事前申込は不要です。）

http://www.zen-koutairen.com/2014soutai/ 承認番号　日本体育協会　11-B-29大会HP

競技開催期間

競技のご案内総合開会式のご案内

39年ぶりに東京でインターハイ開催！！  ～きら

煌めく青春　南関東総体2014～

観覧者を募集しています！（事前申込が必要です。）
 ＜６月20日（金）締切＞
お申込方法等の詳細は、大会ＨＰでご確認ください。

気軽に利用できる自転車ですが、その反面様々な危険が潜んでいます。
交通ルールを守り、安全に楽しく自転車に乗りましょう。

●自転車は、車道が原則、歩道は例外
●車道は左側を通行
●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
●安全ルールを守る（並進禁止、信号遵守、
夜間ライト点灯、二人乗り禁止など）
●大人も子供もヘルメットを着用

＜子供が加害者になった賠償責任の例＞
　小学5年生の少年が自転車運転中、前方不注
意で女性に衝突。女性は、頭の骨を折り、意識
が戻らない状態。裁判所は、少年の保護者に監
督責任を認め、賠償額約 9,500万円を命じた。
（神戸地方裁判所 平成 25年 7月 4日判決）

　歩道では、すぐに停止できる
速度で車道寄りを徐行し、歩行
者の通行を妨げるような場合は
一時停止しなければなりません。

＜東京都青少年・治安対策本部＞

自転車の通行ルールを守りましょう！

東京都立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例の立案依頼に
ついて
東京都いじめ防止対策推進条例の立案依頼について

平成26年度教育庁主要施策について
「いじめ問題に対応できる力を育てるために－いじめ防止教育プログラ
ム－」の作成について
体罰根絶に向けた総合的な対策の策定について
国際バカロレアの導入に向けた検討委員会　報告書について

都立学校の卒業式に教育委員が出席しました。
○小山台高等学校（木村委員長）　　○六郷工科高等学校（内館委員）
○国際高等学校（乙武委員）　　　　○大泉高等学校（山口委員）
○葛飾総合高等学校（山口委員）

　平成25年12月から平成26年４月までに、８回の定例会を開催し、38件の議案と33
件の報告について、審議等を行いました。その中から主なものをご紹介します。

都立学校の入学式に教育委員が出席しました。　
○三鷹中等教育学校（木村委員長）　　○日比谷高等学校（竹花委員）
○小石川中等教育学校（遠藤委員）　　○墨田川高等学校（山口委員）

教育委員の退任・新委員の就任について
平成26年３月12日付けで、内館牧子委員が退任しました。
後任には、３月13日付けで、

えんどうかつひろ

遠藤勝裕委員（独立行政法人日本学
生支援機構理事長）が就任しました。

３月1日
六郷工科高等学校

３月12日
国際高等学校

３月15日
葛飾総合高等学校

４月８日
三鷹中等教育学校

４月８日
日比谷高等学校

４月７日
小石川中等教育学校

教育委員会の動き ～平成 25年12月から平成 26年４月までの活動について～

※開場から式典までの時間は、四都県の競技内容等紹介、都内高
校生が開催に向けて実施した取組や広報活動の紹介、オリンピッ
ク関連映像等を上映

※都内高校生による和太鼓、三味線、マーチングバンド、ダンス、
独唱等で、大会のオープニングを飾ります。

平成２６年６月２８日（土曜日）に有楽町駅前広場（千代田区）で
「６・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催します。
詳しくは福祉保健局ホームページで ▼
（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/）　＜東京都福祉保健局＞

薬物乱用のない社会をつくろう！  ★麻薬犬実演、楽しいステージイベント★ 


