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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
文書読み上げ装置を使って、内容を
聞くことができます。
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「とうきょうの教育」は、東京都教育委員会（教育庁）のホームページでも読むことができます。

検索

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

東京都教育委員会（教育庁）では、都民の皆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。

●編集・発行 東京都教育庁総務部教育情報課
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 電話 03（5320）6733 ファクシミリ 03（5388）1725
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全国約90,000世帯の方を対象に、調査員が家計簿等の調査票を配布・
回収いたします。調査員が伺いましたらご回答をお願いいたします。

総務局統計部社会統計課
電話 03（5388）2554 ファクシミリ 03（3344）1063問合せ先

一人ひとりの回答が、明るい未来の礎になる。

2019年 今を知り 明日をみつめる 暮らしの統計計 調構 査造国 家全
実施期間 10月・11月

福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03（5320）4361 ファクシミリ 03（5388）1427問合せ先

学校等では、屋外も含めて敷地内禁煙です！
●  自分の意思で受動喫煙を防ぎにくく、健康影響が大きい子供たちを守るため
のルールです。

●  保育所や幼稚園、小中高校等の建物の中では、たばこを吸うことができません。
喫煙室の設置も認められません。

●  学校の責任者には、敷地内の屋外にも喫煙場所を設置しないように努めて
いただいています。保護者の皆様も、子供たちの受動喫煙防止のためのルール
にご理解・ご協力をお願いいたします。

詳しくは「とうきょう健康ステーション」をご覧ください。➡

受動喫煙防止のための新しいルールが始まっています！

ご家庭でも確認をお願いします
●自転車は、車道通行が原則。歩道は例外　●車道では左側を通る
●歩道は歩行者優先。車道寄り徐行　●二人乗り・並進禁止。夜間はライトを点灯
●交差点では安全確認　●子供もヘルメットを着用 ※都条例では、大人も着用の努力規定

自転車のルール・マナーを守りましょう！

万が一のために
保険に加入しましょう

自転車事故による損害賠償責任は
「個人賠償責任保険」で、
自身のケガは「傷害保険」でそれぞれ保障されます。

都民安全推進本部 交通安全課
電話 03（5388）3124 ファクシミリ 03（5388）1217問合せ先

ホームページ  http://www.syougai.metro.tokyo.jp/sesaku/week.html

ガイドブックの入手方法
　都庁内の観光案内所や、区市町村教育委員会の文化財担当の窓口、区市町村立郷土博物館、 
都立図書館、ガイドステーションを中心に都内各地で無料配布しています。ぜひガイドブックを 
見ながら文化財めぐりをお楽しみください。

地域教育支援部管理課
電話 03（5320）6862 ファクシミリ 03（5388）1734

❶特別公開 令和元年10月26日（土）～11月 4 日（月・振休）
❷企画事業 令和元年10月 1 日（火）～11月30日（土）

探しに行こう！東京の歴史

問合せ先

東京文化財ウィーク2019
が始まります！

　昨年度、東京都の特別支援学校に通う児童・生徒が応募した美術作品のうち50点を選び、「第4回アートプロジェクト展」
を行いました。アートキャラバン展では、その美術作品の一部を、都内施設を巡回して展示します。児童・生徒の内面の世界が
表現された作品の数々をご覧ください。

指導部特別支援教育指導課　 電話 03（5320）6847 ファクシミリ 03（5388）1733問合せ先

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/special_needs_school/event_and_information/

に行ってみよう！ア ー ト キ ャ ラ バ ン 展

11月２日（土）は「東京都教育の日」
　次代を担う子供たちの教育に関する取組を都民全体で推進し、
教育の充実と発展を図るため、毎年１１月の第１土曜日を「東京都教育の日」としています。
　本年度は11月２日に東京都教職員研修センターで記念行事として、「オリンピック・
パラリンピック教育の推進～スポーツを通じた健全な心身の育成・ボランティア参加の
高まり～」をテーマに、子供たちや教員などによる取組発表や講演を行います。皆さまの 
ご参加をお待ちしています！
　記念行事の詳細や参加申込み方法は、東京都教育委員会ホームページをご覧ください
（事前申込制〈先着順〉・入場無料）。

子供たちの教育を
ぜひ皆で考えてみませんか？

地域教育支援部管理課
電話 ０３（５３２０）６８５８
ファクシミリ ０３（５３８８）１７３４
ホームページ http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
lifelong/learning/kyoiku_no_hi_2.html

問合せ先

03（3360）4195

サポートセンターでは、都内の公立学校（幼稚園、認定こども園を含む。）と 
保護者や地域住民との間で生じた問題に関し、学校等へ相談しているだけでは解決
困難な場合にご相談をお受けしています。
平日 9時～17時

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン以外は、閉庁日・年末年始を除きます。

電話相談  学校問題解決サポートセンター

話してみよう あなたの心配

東京都教育相談センター
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）4181 ファクシミリ 03（3360）4198

問合せ先

幼児から高校生相当年齢の方を対象に、電話やメールで
ご本人や保護者のどちらの方からもご相談をお受けしています。

0120（53）8288いじめ、友人関係、家族関係、不登校、
子育ての悩みや不安、発達障害等
フリーダイヤル 24時間受付

スマートフォン向けアプリ「こころ空模様チェック」から
「東京都いじめ相談ホットライン」に電話をかけることが 
できます（簡単なストレスチェックもできます。）。

ダウンロードは、ホームページ「考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Tokyo」から

電話相談

英語、中国語、韓国・朝鮮語の通訳を介し、教育相談一般、
高校進級・進路・入学相談に対応
毎週金曜日 13時～17時（受付は16時まで）

外国人児童・生徒相談

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン

来所相談は、 平日 9時～18時　 毎月第3土曜日 9時～17時
事前に上記の電話番号でお申し込みください。

https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp
 メールによる相談 ※ホームページをご利用ください。

平日 9時～21時　 土日祝日 9時～17時
03（3360）4175都立高校への進学・転学・編入学、 

高校中途退学後等

来所相談は、 平日 9時～17時　事前に上記の電話番号でお申し込みください。

高校進級・進路・入学相談

会場・期間 都立中央図書館 令和元年 9月 3 日（火） ～ 9月26日（木）
※休館日を除く

都立多摩図書館 令和元年 12月21日（土） ～ 令和2年1月16日（木）

飲食店の入口で、
喫煙できるかできないかが分かります！
●  都内の飲食店では、お店に入る前に店内に喫煙
場所があるかないかが分かるよう、店頭表示が 
義務付けられました。

●  お子様と飲食店に入られる際には、店頭表示を 
参考にして、受動喫煙を防ぐよう努めてください。

受動喫煙防止対策に関する
お問合せ・ご相談

0570－069690へ
（平日9時～17時45分／相談無料　通話料別途）

（もくもくゼロ）
専用相談窓口

工業高校の卒業生の活躍を紹介します
清水義晃さん（都立府中工業高校卒業　株式会社 協和エクシオ勤務）

都立高校の魅力発信

　親からパソコンを買ってもらって夢中になったことがきっかけで府中工業高校に 
入学しました。工業高校なら、ものづくりを自分で体験できて楽しいと考えていました。
実際に入学した後は、先生たちが分かるまで何度も教えてくれました。実習と 
レポート提出が毎週のようにあって大変なこともありましたが、できるまで諦めずに 
やり抜く力が身に付いたと思います。専門性や資格も身に付けられるし、何より自信を
持てるものができる！しかも頑張っていれば推薦などで大学にも行けるし、しっかりと
した会社に就職できるのはいいですね。

工業高校は楽しい！大学も就職も選べる！

　中学生や保護者の皆さんに胸を張って言いたいですね。高校進学に迷っているなら工業 
高校がいいよって。だって、普通教科の勉強だってバッチリ教えてもらえるし、工業の授業では、
自分がつくったものが、目の前で動いたりするので何より楽しく勉強できるんです。しかも、
将来役立つ資格もたくさん取得できます。頑張っていれば、大学進学だって就職だって、自分
が「これだ！」と思える道を選択できます。工業高校を進路選択から外すなんてもったいない
と思いますよ！

進学に迷っていたら工業高校は本当におすすめ！

　技能五輪国際大会って知っていますか？正式には、「World Skills Competition」といって、
オリンピックのように盛大に開かれるんです！この大会にすごく憧れ、自分が学んだ分野で 
技能五輪に出られる会社を探して、現在の会社に入社しました。中学校、高校と「継続は力なり」
と教わってきましたし、工業高校で、諦めずに努力する力を身に付けることができたんです。入社
してから毎年挑戦し、4回目にしてやっと国内で金メダルを取り、国際大会でも金を取れたときは
本当にうれしかったです。支えてくれた家族や会社の皆さんにも感謝しています。

卒業して好きな分野に打ち込めるのは最高！

技能五輪国際大会の動画もご覧ください！

インタビューに答える清水さん。

競技の様子。

技能五輪国際大会の入賞者と。右から2番目が清水さん。

第26回東京都高等学校工業科生徒研究成果発表大会
●日時 令和元年11月23日（土・祝）午前10時～午後5時　●会場 都立工芸高校
問合せ先 大会事務局（都立中野工業高校）　
メール S1000065@section.metro.tokyo.jp　 電話 03（3385）7445　 ファクシミリ 03（3385）7434　

工業高校の生徒が
日頃の研究成果を発表します！

協力・写真提供

※「第5回アートプロジェクト展」は、会場を新たに東京藝術大学大学美術館陳列館とし、令和2年1月8日（水）から1月19日（日）まで 
　開催する予定です。

「東京文化財ウィーク」では、①都内各地の文化財の一斉公開や、②文化財に関連した
展示会などの企画事業を行っています。
公開している文化財や企画事業の一覧は、東京文化財ウィークのガイドブックやホームページ

に記載しています。現地ではポストカード形の文化財解説カードも配布しています。
ガイドブックは通年公開編と特別公開・企画事業編の2種類を配布します。

総務省統計局・東京都
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/zenkakei/zk-wish.htm

東京都の統計 検索

インクの
安全性表示
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東京都教育ビジョン（第4次）を策定しました ……………………………………………… 1

｢学校における働き方改革」の主な取組内容を紹介します …………………………… 2

都立高校の新たな取組／LINE相談を実施しています！ ……………………………… 3

都立学校魅力PR動画「まなびゅ～」 ………………………………………………………… 4
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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
文書読み上げ装置を使って、内容を
聞くことができます。

ホームページ http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/index.html
「とうきょうの教育」は、東京都教育委員会（教育庁）のホームページでも読むことができます。

検索

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

東京都教育委員会（教育庁）では、都民の皆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。

●編集・発行 東京都教育庁総務部教育情報課
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 電話 03（5320）6733 ファクシミリ 03（5388）1725
●デザイン 株式会社エデュケーショナルネットワーク
●印刷 株式会社清光社

第117号 
令和元年5月発行

目 次

都立学校魅力PR動画
「まなびゅ~」

東京都の公式チャンネル「東京動画」では、都立学校の様子を「まなびゅ～」と題して配信中。
生徒目線のPR内容でわかりやすいと評判です。

見てみよう、自分が行きたい高校

生徒が伝えたい学校の魅力を中学生や多くの方々に向けて
発信するため、都立学校魅力PR動画を配信しています。
生徒自身が企画や編集等に関わりながら、生徒の視点や感覚
で学校の魅力を紹介しています。都立学校の魅力が詰まった
動画集をどうぞご覧ください。更新情報と動画説明は東京都
教育委員会ホームページで随時更新中です。

都立学校教育部高等学校教育課学校経営指導担当 電話 03（5320）6712  ファクシミリ 03（5388）1727問合せ先

03（3360）4195

サポートセンターでは、都内の公立学校（幼稚園、認定こども園を含む）と
保護者や地域住民との間で生じた問題に関し、学校等へ相談しているだけでは解決
困難な場合にご相談をお受けしています。
平日 9時～17時

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン以外は、閉庁日・年末年始を除きます。

電話相談  学校問題解決サポートセンター

話してみよう あなたの心配

東京都教育相談センター
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）4181 ファクシミリ 03（3360）4198

問合せ先

幼児から高校生相当年齢の方を対象に、電話やメールで
ご本人や保護者のどちらの方からもご相談をお受けしています。

0120（53）8288いじめ、友人関係、家族関係、不登校、
子育ての悩みや不安、発達障害等

「虐待かな」と思ったら迷わず
児童相談所全国共通ダイヤル189へ

通告内容が間違っていた場合でも、通告した人が責任を問われることはありません。

フリーダイヤル 24時間受付

スマートフォン向けアプリ「こころ空模様チェック」から
「東京都いじめ相談ホットライン」に電話をかけることが
できます（簡単なストレスチェックもできます）。

ダウンロードは、ホームページ「考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Tokyo」から

電話相談

教育相談一般、高校進級・進路・入学相談とともに、英語、中国語、
韓国・朝鮮語の通訳を介した相談で対応
毎週金曜日 13時～17時（受付は16時まで）

外国人児童・生徒相談

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン

来所相談は、 平日 9時～18時　 毎月第3土曜日 9時～17時
事前に上記の電話番号でお申し込みください。

https://e-sodan.metro.tokyo.jp/
 メールによる相談 ※ホームページをご利用ください。

みんなで、まもる。あなたの一歩で、児童虐待を防止しましょう。

「東京都子供への虐待の
防止等に関する条例」を施行しました
東京都では社会全体で子供を虐待から守り、すべての子供が
健やかに成長できる社会を目指し4月1日に条例を施行しました。

虐待は、子供への重大な権利侵害であり、社会全体で
その防止が図られなければなりません。虐待の防止に
当たっては、子供の年齢及び発達の程度に応じた意見を
尊重するとともに、その最善の利益を最優先します。

●東京都の責務
■ 虐待防止に関する取組の推進
■ 区市町村への支援
■ 関係機関との連携

●都民の責務
■ 虐待通告
虐待通告は子供を守るのみならず、
家庭への支援にもつながります。
「虐待かな」と思ったらためらわず
に通告してください。

■ 虐待防止等に関する理解

●保護者の責務
■ 体罰や暴言によらない子育て
子供への体罰や暴言は、虐待に
エスカレートする可能性があり、
虐待そのもののこともあります。
また、医学的に、子供の脳の
発達に深刻な影響を及ぼすと
言われています。そのため、
しつけに当たっても、体罰や
暴言はやめましょう。

■ 妊産婦や乳幼児の健康診査受診

基本理念

福祉保健局少子社会対策部計画課
電話 03（5320）4138 ファクシミリ 03（5388）1406
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/osekkai/

問合せ先

平日 9時～21時　 土日祝日 9時～17時
03（3360）4175都立高校への進学・転学・編入学、

高校中途退学後等

来所相談は、 平日 9時～17時　事前に上記の電話番号でお申し込みください。

高校進級・進路・入学相談

▼ 国が定めた「第3期教育振興基本計画」を参酌し、東京都教育
委員会が定めた施策展開の基本的な方針です。

▼東京都知事が定めた「東京都教育施策大綱」（地方教育行政の
組織及び運営に関する法律 第1条）と基本的な方針を共有し、
より実行力ある施策を展開します。

東京都教育委員会は、このたび平成31（2019）年度から令和5（2023）年度までの
5年間の施策展開の方向性を示した「東京都教育ビジョン（第4次）」を取りまとめました。

■ そのためには…
●全ての子供たちの「知」「徳」「体」を
 バランス良く育むことが必要です。

■ 基礎的・基本的な力を確実に身に付ける教育
■ 社会をけん引する専門的な力を育む教育
■ 自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動し、

  より良く問題を解決する資質や能力を育む教育

●学校と家庭、地域・社会が連携・協力して、
 子供たちを育てていくことが必要です。
●このビジョンを都内公立学校の教職員をはじめとする
 全ての教育関係者の “羅針盤”として、
 目指すべき方向性を共有していくことが不可欠です。
●本ビジョンの下に、学校と家庭、地域・社会の英知を
 結集し、子供たちのために一体となって様々な取組や
 実践を展開します。

■ 育てたい子供の姿は…
AI（人工知能）などの発展や、国際化など急速に激しく変化
するこれからの社会を主体的・創造的に生き抜いていく子供

東京の教育の“羅針盤”

東京都教育ビジョン（第4次）を策定しました

東京都教育ビジョンとは？
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東京都児童虐待防止
推進キャラクター
OSEKKAIくん

詳しくは 東京都児童虐待防止
公式ホームページ

「東京OSEKKAI化計画」をご覧ください。

いち はや  く

▼ 12の「基本的な方針」を設定し、支える教育と伸ばす教育、
 都立高校改革、働き方改革等を新たに位置付けました。

▼ 30の「今後5か年の施策展開の方向性」を設定し、
 今後の事務事業の推進につながる「主な施策展開」を示しました。

東京都教育ビジョン（第4次）の特徴

詳しくは 
ホームページを
ご覧ください。
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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
文書読み上げ装置を使って、内容を
聞くことができます。

ホームページ http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/index.html
「とうきょうの教育」は、東京都教育委員会（教育庁）のホームページでも読むことができます。

検索

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

東京都教育委員会（教育庁）では、都民の皆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。

●編集・発行 東京都教育庁総務部教育情報課
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 電話 03（5320）6733 ファクシミリ 03（5388）1725
●デザイン 株式会社エデュケーショナルネットワーク
●印刷 株式会社清光社
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都立学校魅力PR動画
「まなびゅ~」

東京都の公式チャンネル「東京動画」では、都立学校の様子を「まなびゅ～」と題して配信中。
生徒目線のPR内容でわかりやすいと評判です。

見てみよう、自分が行きたい高校

生徒が伝えたい学校の魅力を中学生や多くの方々に向けて
発信するため、都立学校魅力PR動画を配信しています。
生徒自身が企画や編集等に関わりながら、生徒の視点や感覚
で学校の魅力を紹介しています。都立学校の魅力が詰まった
動画集をどうぞご覧ください。更新情報と動画説明は東京都
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外国人児童・生徒相談

教育相談一般・東京都いじめ相談ホットライン
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 メールによる相談 ※ホームページをご利用ください。

みんなで、まもる。あなたの一歩で、児童虐待を防止しましょう。
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虐待そのもののこともあります。
また、医学的に、子供の脳の
発達に深刻な影響を及ぼすと
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しつけに当たっても、体罰や
暴言はやめましょう。
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組織及び運営に関する法律 第1条）と基本的な方針を共有し、
より実行力ある施策を展開します。

東京都教育委員会は、このたび平成31（2019）年度から令和5（2023）年度までの
5年間の施策展開の方向性を示した「東京都教育ビジョン（第4次）」を取りまとめました。
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■ 基礎的・基本的な力を確実に身に付ける教育
■ 社会をけん引する専門的な力を育む教育
■ 自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動し、

  より良く問題を解決する資質や能力を育む教育

●学校と家庭、地域・社会が連携・協力して、
 子供たちを育てていくことが必要です。
●このビジョンを都内公立学校の教職員をはじめとする
 全ての教育関係者の “羅針盤”として、
 目指すべき方向性を共有していくことが不可欠です。
●本ビジョンの下に、学校と家庭、地域・社会の英知を
 結集し、子供たちのために一体となって様々な取組や
 実践を展開します。

■ 育てたい子供の姿は…
AI（人工知能）などの発展や、国際化など急速に激しく変化
するこれからの社会を主体的・創造的に生き抜いていく子供

東京の教育の“羅針盤”

東京都教育ビジョン（第4次）を策定しました
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▼ 12の「基本的な方針」を設定し、支える教育と伸ばす教育、
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 今後の事務事業の推進につながる「主な施策展開」を示しました。
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 都立学校教育部高等学校教育課　 電 話 03（5320）6742　 ファクシミリ 03（5388）1727

「防災ノート〜災害と安全〜」に関する問合せ先 指導部指導企画課  電 話 03（5320）6836　 ファクシミリ 03（5388）1733

東京マイ・タイムラインに関する問合せ先 総務局総合防災部防災計画課  電 話 03（5388）2486　 ファクシミリ 03（5388）1270
問合せ先

都立学校教育部高等学校教育課　 電 話 03（5320）6742　 ファクシミリ 03（5388）1727問合せ先

都立高校入学者選抜に関するお知らせ

※海外帰国生徒対象の選抜は2月14日（金）に行われます。
※第一次募集及び分割前期募集の検査日に、インフルエンザ等のり患等により、1教科も受検することができなかった受検者に対する追検査を、

分割後期募集及び全日制第二次募集と同日で実施します。

詳しくは東京都教育委員会
ホームページをご覧ください。

来場者は毎年約1万人！ 都立高等学校等 が3会場に分かれ、皆さんの進路選択の疑問・質問にお答えします。

託児サービスを実施予定（6か月〜未就学児、定員あり）。
希望者は、各開催日の3営業日前（土日祝を除く平日9時〜18時）に、

（株）明日香（担当：吉田、小林 TEL：03―6912―0015）に申込んでください。

●   参加校は1会場あたり60校超。 
1度で多くの学校を知ることができる。

●   定時制・通信制高校、専門高校等の 
学校タイプ別相談コーナー、 
入試相談コーナー等の 
各種相談コーナーが充実。

●   志望校を決めるにあたって 
気になっていることを、 
中学生や保護者が学校の先生に 
個別に直接質問・相談できる。

●   学びのニーズに応じて都立高校が 
選べることや、そこで学べることについて 
解説する「都立高校基礎講座」を実施。

●   農業や商業、工業等の専門高校の 
実習で製作した作品や実習の様子を 
紹介するパネルなどを展示。

●   参加高校の学校案内が入手できる 
パンフレットコーナーを設置。

●   自分がどんな高校生活を 
送りたいかイメージがわく！

先生に直接質問・相談ができる 進路選択に役立つ情報がたくさん

東京都教育委員会では、学校と家庭・地域が一体となった防災教育を推進するため、
発達段階に応じた防災教育教材「防災ノート〜災害と安全〜」を作成し、都内全ての
児童・生徒に配布しています。

家庭で話し合ってマイ・タイム
ラインシートを作成し、風水害
に備えましょう。

ご存じですか、「防災ノート〜災害と安全〜」

「知る」
災害に関する基本
的な知識や行動に
ついて理解する。

「調べる」
災害による危険や、
その備えなどに
ついて調べてみる。

「まとめる」
災害時に、自分の命を守る 
行動や、身近な人を助ける 
ための行動について、周りの
人と話し合い、自分の考えを
まとめる。

「わが家の
防災アクション」
災害に対して、
とるべき行動を書いて、
家庭で共有する。

都民が風水害からの避難を考えるツールとして、東京
都総務局で作成し、都内の学校に通う生徒全員に学校を 
通じて配布されました。

作成しましたか？
「東京マイ・タイムライン」

この流れで
防災ノートを使って
防災に関する実践力を
高めていきます。

都立高等学校等合同説明会の特徴

都立高等学校等合同説明会に
ご参加ください！！

予約
不要

問合せ先

開催概要

第1回 令和元年10月27日
（日曜日）

午前10時から
午後4時まで
※最終受付時間は 
　午後3時40分
※予約不要

会場：都立晴海総合高校
（都営地下鉄大江戸線、東京メトロ有楽町線「月島」駅　10番出口　徒歩5分）

参加予定68校（主に都内東部に所在する学校）

第2回 令和元年11月3日
（日曜日・祝日）

会場：都立立川高校
（JR「立川」駅南口　徒歩8分、多摩都市モノレール「立川南」駅　徒歩6分、「柴崎体育館」駅　徒歩5分）

参加予定80校（主に多摩地区に所在する学校）

第3回 令和元年11月10日
（日曜日）

会場：都立新宿高校
（JR「新宿」駅南口　徒歩5分、東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅　E5出口　徒歩4分）

参加予定96校（主に都内中部に所在する学校）　※上履きが必要です。

託児

詳しくは令和2年度東京都立高等学校入学者選抜の日程（HP）をご覧ください。

第一次募集及び分割前期募集 分割後期募集及び全日制第二次募集 定時制第二次募集

入学願書受付日 令和2年2月5日（水）・6日（木） 令和2年3月5日（木） 令和2年3月23日（月）

検査実施日 令和2年2月21日（金） 令和2年3月10日（火） 令和2年3月26日（木）

合格発表日 令和2年3月2日（月） 令和2年3月16日（月） 令和2年3月27日（金）

令和 2 年度都立高校入学者選抜に関するお知らせ

都立高校入試相談コーナー　 電 話 03（5320）6755　 ファクシミリ 03（5388）1727問合せ先

専門高校のPR映像を
撮影しています
　［撮影現場レポート］

　7月19日、今日は実習風景を撮影する 
ために都立忍岡高校に来ました。調理、
被服、保育など、豊かな家庭生活を支える
職業人を育てる学校です。

今日の2年生の実習は3つに分かれます。
調理はパウンドケーキ製作、被服は一枚の
布をドレスにするピンワーク、保育では四季
から連想したテーマを音楽に乗せて体で 
表現するリトミックに取り組んでいました。
どの実習も高校生は真剣そのもの。撮影 
にも熱が入ります。

実習後の高校生にインタビューをする 
ことができました。

どうして家庭科の高校に入ろうと思った
のですか？「服が好きで、スタイリストに 
なりたくて」「中学生の時のパン屋さんでの
インターンシップが楽しくて」

学校の仲間はどうですか？「夢や好きな
ことが一緒なので話が盛り上がります」 

「みんなで協力して実習をするので、とても
仲良しです」

とても明るく前向きな姿勢で授業に 
取組み、生き生きとした表情が印象的です。
楽しい学校生活のインタビューが撮れました。

　他校を含め撮影した映像は編集した後、 
東京都の公式チャンネル「東京動画」で来年
春ごろから公開予定です！

今回の撮影協力校
都立忍岡高等学校

▲所在地 
台東区浅草橋5-1-24▲電話番号 
03（3863）3131▲ファクシミリ 
03（3863）3153▲ホームページ 
http://www.
shinobugaoka-h.metro.
tokyo.jp

　都立高校には専門高校と呼ばれる…
学校があります。農業、工業、商業、…
家庭、福祉…私たちが便利で快適に…
暮らしていく上で必要な職業の担い手
を育てる学校です。　
　生徒たちは自分の将来の夢を実現…
させるため、目標を持って専門的な授業
や課題に取り組んでいます。
　文章や写真では伝わりにくい、学校の…
魅力を皆さんにお伝えするため、現在、
学校の様子や卒業生の活躍を伝える…
ための動画を作成しています。

専門高校とは…

都立高校の魅力発信

東京都教育委員会は、生徒一人一人の能力や適性、興味・関心、進路
希望等に応じて学ぶことができるように、学校の特色化や多様な 
タイプの学校の開設を進めてきました。
生徒の皆さんが自分に合った学校を調べるのに役立つ都立高校等検索
サイトで気になる項目をクリックして行きたい学校を探してみましょう。

● 制服の有無、部活動・同好会、 
 使用路線（電車）、自転車通学等の条件で 
 学校の絞り込み検索ができます。
● フリーワード検索もできます。
● 各学校の特色やアピールポイント、 
 制服や学校周辺地図を掲載。 
 学校のイメージがわきます。
● スマートフォンや 
 タブレットでも見やすい画面！

詳しくは、都立高校等検索サイトをご覧ください。

動画リンク集はこちら

▲ ▲ 制服は？部活動は？都立196校の情報を掲載

▲ ▲ 掲載情報がさらに充実！

　都立学校教育部高等学校教育課　 電 話 03（5320）6742  ファクシミリ 03（5388）1727問合せ先

見つけよう、自分が行きたい学校
〜都立196校から、自分にピッタリの学校を探す！都立高校等検索サイト〜

動画で見てみよう！
都立学校魅力PR動画
「まなびゅ〜」

東京都の公式チャンネル「東京動画」では、 
生徒自身が企画や編集に関わって制作した 
学校紹介動画を配信中。 生徒の視点や感覚で
学校の魅力を中学生の皆さんに向けて発信 
しています。 都立学校の魅力が詰まった動画
集をどうぞご覧ください！

（3）（2）

とうきょうの教育第118号_中学校版とうきょうの教育第118号_中学校版


