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☎ 電話03-5608-6301
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すみだ子どもの体力向上プランすみだ子どもの体力向上プランすみだ子どもの体力向上プラン

☆特色ある体力向上の取組
『一校一取組』運動を紹介します★

1　調査実施期間及び調査対象等
　（1）調査実施期間　　　平成 23 年 4 月～ 7月
　（2）調査対象　　　　　小・中学校全学年児童・生徒
2　調査項目
　（1）小学校
　　　握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン、50m走、
　　　立ち幅跳び、ソフトボール投げ
　（2）中学校
　　　握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン、50m走、
　　　立ち幅跳び、ハンドボール投げ、持久走
　　　※20mシャトルラン、持久走（男子：1500m、女子：1000m）は、選択
3　結果（※合計点のみ表示　東京都平均値との比較から）
　（1）男子

　（2）女子

　　※調査項目の平均値を得点化し、それを合計したもの

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、子どもの体力・運動
能力は、昭和60年ごろから現在まで低下傾向が続いています。一方、身長、体重な
ど子どもの体格は向上しています。このように体格が向上しているにもかかわらず、
体力・運動能力が低下していることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを
示しているといえます。
また、最近の子どもたちは、靴のひもを結べない、スキップができないなど、自分

の身体を操作する能力の低下も指摘されています。
墨田区では、このような状況を踏まえ、昨年度「すみだ子どもの体力向上プラン」

を掲げ、各学校での体力向上の取組を強化してきました。昨年度実施した新体力テ
ストの結果では、項目や性別により差はあるものの、墨田区の児童・生徒の体力・運
動能力は全体的に向上傾向にあることが分かりました。今後も、各学校の取組を充
実し、児童・生徒の体力向上を推進してまいります。

いつでも元気に体を動かすことができるの
は、体の活動をささえる体力が備わってい

るからです。体力とは、心臓、筋肉、神経などの体の総合的な能
力で、人間にとって重要な能力であるといえます。  体力が高まる
と、カゼなどの病気にかかりにくくなり、かかっても治りやすくな
ります。また、肥満や運動不足からおこるいろいろな病気も予防
します。さらに、ものごとに取り組むやる気、集中力、ねばり強さ、
といった心の働きも高まります。

墨田区では、子どもたちの体力向上を目的に、す
べての区立幼稚園、小・中学校で「特色ある体力向
上の取組『一校（一園）一取組』運動」を実施して
います。
今回は、それらの特色ある取組の中から、東京都

から「平成 24 年度スポーツ教育推進校」として指定
を受けた4校の小・中学校の取組をご紹介します。

基礎体力の向上に向けて、一
年間を通じて毎週金曜日に朝マ
ラソン（30 分間）を行っていま
す。5 月から始まったばかりで
すが、現在 170 名を超える生徒
が参加し、日を追うごとに人数
が少しずつ増え、関心も高まっ
ています。

本校では、みんなで仲よく楽しく取り組める
運動として大なわとびを取り上げ、体力向上を
図ってきました。体育の時間や休み時間を使っ
て継続的に行い、大なわ集会では学級対抗で回
数を競います。学級ごとにめあてをもち、「少し
でもよい記録を」と声を掛け合って練習するこ
とで、体力とともに学級の仲間意識も高められ
ます。大なわとびは、全校縦割りの「なかよし班
活動」や PTA 主催の「ロープジャンプ X」でも
行われ、友だちと一緒に運動を楽しむよい機会
となっています。

どうして体力は必要なの？

マラソン大会を通しての体力の向上
両国中学校

みんなで大なわとび
八広小学校

① 「朝の10分間走（ニテランニング）」と称して、
週 3日、始業前に音楽に合わせて 10 分間校庭を
走り、持久力を高めています。後期は、学年の
発達段階に応じて約 l km から 2km のコースを
走るマラソン大会を実施します。
② 長なわ集会。学級ごとに設定した目標回数に
向かって、休み時間等に練習し、学年内で回数
を競い合います。年3回実施し、体力アップキャ
ンペーンへ記録を申請します。
③始業前に「ゆりーとダンス」を実施。体と心を
ほぐしてから授業に臨みます。

体力のある元気な子
第二寺島小学校

学校全体で「目指せ 1日 60 分間運動」をめあ
てに運動量の確保に取り組んでいます。毎日、
教師も外に出て朝・中休み・昼休み・放課後の
休み時間の外遊びを進めています。休み時間は
体を思いっきり動かして遊びます。中休みは現
在ほぼ 100％の児童が外に出て遊べています。
体育朝会と連携し、マラソン・なわとび（短縄・
大縄）と季節に合わせた運動も実施しています。

休み時間は
思いっきり体を動かして

第三寺島小学校

墨田区平均 30.3 36.6 42.9 48.7 54.6 61.4 32.0 40.4 48.2
東京都平均 29.1 36.8 42.5 48.4 54.1 60.3 31.6 39.5 46.6

小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3

墨田区平均 29.7 36.4 42.9 48.3 54.4 61.8 40.6 46.7 50.2
東京都平均 28.6 35.9 42.0 48.3 54.0 60.1 40.7 45.9 48.4

小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3

★　平成 23 年度新体力テストの結果　★



墨田区では、平成 22 年度より独自の教材「SUMIDA　ENGLISH」を
作成・活用し先行実施してきました。昨年度より、年間 50 時間以上の
英語活動＊を全小学校の 5、6 年生で実施しています。歌やゲームなど
のアクティビティを多く取り入れ、英語に親しみ、楽しく学んでいます。
また、NT（ネイティブティーチャー）と学習する機会も設けています。

全面カラーで、写真やイラストを多く取り
入れています。また、すみだのまちの様子や
歴史などを題材に入れることで、より英語に
親しめるように工夫しています。

※「SUMIDA　ENGLISH」は、すみだ生涯学習センター（ユートリヤ）、
あずま図書館で閲覧が可能です。

＊学習指導要領「外国語活動においては、英語を取り扱うことを
原則とする」の趣旨を踏まえ、小学校・中学校での連続した教育
による子供の成長を期し、墨田区では「英語」を取り扱い「英語
活動」を通称として使用しています。

平成 23年 4月に全面実施となった新しい学習指導要領により、全国の小学校
5、6年生を対象に「外国語活動」が実施されています。　

楽しく学ぶ！

英　語　活　動

　外手小学校6年生の授業の様子

テーマ：外国から来た観光客にすみだのまちを案内する。

～　墨田区独自の英語活動教材　～

吾嬬第一中学校と立花中学校の統合等のお知らせ

『SUMIDA　ENGLISH』

担任とNTによる指導 となりの友達と英語で道案内を練習

先生からのアドバイス NTと一緒にみんなの前で発表

stop

Turn right and …

Where is the bank ?

ここからこう進むと？

“Go straight” だ！

Where is the Tokyo Sky Tree ?

turn left

東京スカイツリー®が５月に開業
し、たくさんの外国人観光客が墨田
区を訪れています。そのような中、
小学生が観光客に英語であいさつし
たり、道案内をしたりする姿が見ら
れるかもしれません。「国際観光都市
すみだ」の一員として、英語活動で
学んだことが地域でも活用されるこ
とを期待しています。

【問合せ】指導室　☎５６０８－６３０７

両国小学校では、登校時刻を少し早めて、希望者を対象に校庭で
金環日食の観察会を行いました。多くの児童、保護者の方々が、壮
大な天文ショーをしっかりと心に焼き付けました。

金環日食をはっきりと見るこ
とができよかったです。雲が遠
慮して太陽を見せてくれている
ようでした。

テレビで見たときは、“すごい”
とか “きれい” などとは、思い
ませんでした。けれど、実際に
日食グラスをかけて『生』で見
たときのあの感動は、生涯忘れ
ません。2012 年は、最高の年に
なりそうです。

天気予報が、曇りだったの
で見ることができるか心配で
した。ワクワクしながら学校
に行ったら、みんないて一緒
に見ました。私は、本当にリ
ングのようにきれいに見えな
いだろうなと思って見たら、
とてもきれいな輪が見えたの
で、すごかったです。

「新たな墨田区立学校適正配置等実施計画」（平成20年 3月）に基づき、吾
嬬第一中学校と立花中学校の統合について、学校関係者や地域の代表の方々
と協議を行ってきました。
このほど統合の基本的な考え方がまとまったことから、以下のとおり教育
委員会において決定しました。
■統合の内容
（1）統合の時期
平成26年4月1日に新校を開校します。
（2） 統合新校の位置
現在の立花中学校（立花 4－30－18）の位置とします。ただし、墨田区実施
計画上、現吾嬬第一中学校（立花 5－48－9）の位置に統合新校の校舎改築の
ための基本設計を平成26年度から行うこととしています。
（3） 統合新校の通学区域
両校の通学区域を合わせ、「新たな墨田区立学校適正配置等実施計画」で
定める通学区域の変更を実施した後の区域を統合新校の通学区域とし、平成
26年度から実施します。
■今後の予定
地域や学校関係者で構成する統合地域準備会や両校の教員を中心とした統
合学校準備会を組織し、統合に関する諸課題（校名、校歌、両校交流事業等）
について検討を行い統合が円滑に行われるようにするとともに、魅力ある学
校となるよう統合の具体化を進めていきます。
【問合せ】庶務課区立学校適正配置担当　☎5608－6497

統合新校「桜堤中学校」の校名が定められました
来年 4 月に開校する向島中学校と鐘淵中学校の統合新校の校名が、墨田区
立学校設置条例に「桜堤中学校」と正式に定められました。
開校へ向け、引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

グラスを持ち、空を見上げるこどもたち。大勢集まりました。

道案内に使う言葉覚えているかな？

～観察したよ～

★　子どもたちの声　★

金環日食 －2012.5.21



　学校連絡情報メールは、子どもさんに関する学校からの大事なお知
らせや、地域で起こっている災害や犯罪等の緊急情報を、いち早く保
護者の方にメールで配信するサービスです。ぜひ、登録してください。

【問合せ】庶務課庶務・教職員担当☎５６０８－６３０１

　墨田区教育委員会では、本に親しみ、主体的に学習する小・中学生を育
成するために「墨田区　図書館を使った調べる学習コンクール」を開催し
ています。学校図書館や公共図書館の本を中心に調べ、まとめた作品の応
募をお待ちしております。

　6月 23 日（土）に墨田区総合体育館で関東フットサルリーグ第二節が開
催され、フウガすみだは、見事 7 対 2 で勝利！今季 2 勝目をあげました。
試合の後には、親子フットサル教室を開催し、区民と交流しました。

～募集する作品～
●　区在住・在学の小学生、中学生の皆さんの図書館の本などを使った「調
べる学習」の作品を募集します。

●　調べるテーマは自由です。興味・関心があることについて、本を中心
にとことん調べてみましょう。

●　作品のまとめの目安
　　小学生は最大B4サイズ、中学生はA4サイズ、50ページ以内（目次、
参考文献一覧を除く）です。

　※「公益財団法人　図書館振興財団」ホームページ（http：
//www.toshokan.or.jp/）をご参照ください。

～学校情報メール、よくある質問を紹介します～

2連勝！「フウガすみだ」

「パパとじぃじの子育て講座」

Q．空メールを送ったのに返事がきません。
A．携帯電話に迷惑メール対策の設定をされていませんか。
sumidaku.mobiからメールが届くように設定を変更してください。

Q．登録内容の変更や解除をしたいのですが、どうしたらいいですか。
A．配信メールの末尾にある URL をクリックし、配信停止や登録内容
変更用のサイトへ接続してから手続きをしてください。

　男性の子育てを支援し、家
族間のコミュニケーションを
育むため、リズム音楽研究所
の『かむらまさはる』氏（カ
ムジー先生）をお迎えし、三
世代で参加できるリズム遊び
を実施します。この遊びを通
じて、家庭でのしつけや挨拶
等の基本的な生活習慣を身に
つけてもらいます。

★作品の提出先

【今後の試合予定】

★　募集期間　　平成24年9月1日（土）～9月30日（日）
　　　　　　　　※必着
★　作品づくりに関する相談日
　8月27日（月）、28日（火）午前9時～午後4時　緑小学校図書室
　8月30日（木）、31日（金）午前9時～午後4時　あずま図書館
【問合せ】指導室　☎５６０８－６３０７

区立小中学校に通う児童生徒 自分の通う学校

上記以外の児童生徒 あずま図書館

①　7月 29日（日）
対象【3～ 5 歳児及びお父さん、おじ
いちゃん】

②　9月 15日（土）
対象【3～ 5 歳児及びお父さん、おじ
いちゃん】

③　11月 25日（日）
対象【小学 1 年～ 3 年生及びおとう
さん、おじいちゃん】

※各回とも午前 10 時～ 11 時 30 分　保
護者の一人参加も可

「早寝早起き朝ごはん＆生活リズム講座」
児童の生活リズムを整える
ことを目的に、保育園・幼
稚園児の保護者等を対象に
右記の内容で多彩な講師陣
による講座を実施します。
保育園・幼稚園ごとに実施
をするため、講座の案内等
については、保育園・幼稚
園または下記の担当にご確
認ください。

①生活リズム改善講座
児童の生活リズムを整えることの重要性を
ゲーム形式で学んでもらいます。

②心の脳を育てる、読み聞かせ講座
「読み聞かせ」が子供と親にどのような効
果があるのかをお勧めの絵本を紹介しなが
ら学んでもらいます。

③栄養満点！！朝ごはん講座
児童の朝食摂取を促すため、朝食摂取の効
果をお勧めレシピの紹介と併せて学んでも
らいます。

※　要事前申込み【問合せ】生涯学習課青少年担当　☎５６０８－６３１１

日　　程 試合時間 会　　場

7/21（土） 14：40 墨田区総合体育館

9/22（土） 16：30 墨田区総合体育館

12/9（日） 12：50 墨田区総合体育館

墨田区図書館を使った調べる学習コンクール
第２回

家庭教育支援講座のお知らせ

今年の夏の図書館の行事
事　業　名

夏の
おたのしみ会

夏の子ども会

夏の子ども会

夏の
おたのしみ会

夏の
おたのしみ会

人形劇　「まんまるパン」
・おはなし　・うた　他

大型絵本　「きょうはなんて
うんがいいんだろう」
・紙芝居　・パネルシアター
　他

人形劇　「ペンギンおうえんだん」
・おはなし　・パネルシアター
　他

ちょっとこわいおはなし会 
・おはなし　・パネルシアター
　他

人形劇　「三まいのおふだ」他

7月 18日（水）
午後 3時 15分
～ 4時

7月 25日（水）
午後 2時～ 3時

7月 29日（日）
午後 2時～ 3時

8月 19日（日）
午前 11時～ 12時
午後 2時～ 3時

8月 22日（水）
午前 11時～ 11時半
午後 2時～ 2時半

八広
図書館

寺島
図書館

立花
図書館

あずま
図書館

緑
図書館

小学生
以下の
子ども

小学生
以下の
子ども

小学生
以下の
子ども

小学生
以下の
子ども

小学生
以下の
子ども

先着
100人

先着
40人

先着
50人

各回先着
100人

各回先着
80人

無料

無料

無料

無料

無料

当日
直接
会場へ

当日
直接
会場へ

当日
直接
会場へ

当日
直接
会場へ

当日
直接
会場へ

八広図書館
☎03－3616－0846

寺島図書館
☎03－3611－4610

立花図書館
☎03－3618－2620

あずま図書館
☎03－3612－6048

緑図書館
☎03－3631－4621

主　な　演　目 と　き ところ 対　象 定　員 費用 申込み 問　合　せ



お 知 ら せ
名　称 と　き ところ 内　容

ネイチャーワールド・
キッズキャンプ

８月７日（火）～
８月９日（木）

茨城県立
里美野外センター

　大自然の中で火起こし体験やロープワーク等の野外実習を行い、互いに助け合いの心を育みながら、
どのような局面でも対応できる強い心と知恵を身に付ける体験型キャンプです。
【対象】区内在住・在学の小学４年生～中学３年生
【問合せ】生涯学習課・青少年担当☎５６０８－６３１１

　すみだ生涯学習センター・プラネタリウム館は、夏休み期間中の月曜日・火曜日を除く毎日、一般
向けの投影を実施します。
【曜日・時刻】水～金曜日　午前 11時「ちびっこタイム」（小学校低学年以下向け、約 35分）、午後 3
時と午後 4時 30分「星空シアター」（小学校高学年以上向け、約 45分）。土・日曜日　午前 11時（7
月 29日、8月 26日は家庭の日プログラムに変更）と午後 3時「ちびっこタイム」、午後 1時 30分と
午後 4時 30分「星空シアター」。
【入場料】大人 400円、65歳以上・小中学生 200円、未就学児無料　【定員】各回 140名
【問合せ】すみだ生涯学習センター・プラネタリウム館　☎５６５５ー２０３３

すみだ生涯学習セン
ターB棟 4階
（東向島 2-38-7）

7月 25日（水）～
9月 2日（日）
月曜日・火曜日除く

プラネタリウム館
夏休み特別スケジュール

　プラネタリウム館で星空の予習をした後、第三寺島小学校校庭で望遠鏡を使って夏の星座を観望
します。（雨天・曇天の場合はプラネタリウムの星空解説のみ行います）
【対象】どなたでも（中学生以下は保護者同伴）
【申込】7月 15日（日）午前 9時より電話での申し込み受付。（休演日のため月曜日・火曜日は除く）
【入場料】無料　【定員】申込先着 100名
【問合せ】すみだ生涯学習センター・プラネタリウム館　☎５６５５ー２０３３

すみだ生涯学習セン
ターB棟 4階
（東向島 2-38-7）

8月 11日（土）
午後 7時～ 8時 30分
（午後 6時より受付）

夏の天・覧・会
～夏の大三角を見よう！～

  すみだ郷土文化資料館では、年間特集展示「隅田川の情景ー花火ー」展を開催しています。隅田川の
花火は、江戸幕府八代将軍・吉宗が、享保１８年（１７３３）に、前年の凶作と疫病で犠牲となった人
びとの霊を慰めるために行った水神祭が、その始まりとされています。現在では、夏の風物詩として
全国的に知られるイベントです。江戸時代から明治時代までの隅田川での花火の様子を、資料館所蔵
の浮世絵を中心に紹介します。　【入館料】個人＝100円 団体＝(20 人以上 )80 円＊中学生以下と身
体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料
【問合せ】すみだ郷土文化資料館　☎５６１９－７０３４

すみだ郷土文化資料館
（向島２－３－５）

6月23日（土）～9月2日
（日）　午前９時～午後５時
＊入館は午後 4 時 30 分
まで
＊毎週月曜日・第 4 火曜
日 ( 祝日のときは翌日 )
は休館、8月 29日 ( 水 )、
30 日（木）は臨時休館。

東京スカイツリー®開業
記念年間特集展示「隅田
川の情景ー花火ー」展

　日活株式会社は、大正元年（１９１２）に創立され、今年１００周年の節目を迎えた、日本を代表す
る映画製作会社の一つです。日活は、創業の翌年に南葛飾郡隅田村に向島撮影所を開所し、大正１２
年に閉所されるまで約７６０本もの映画を製作しました。本展示会では、同所で撮影された作品の解
説やそこで働いていた人々について紹介いたします。
【問合せ】すみだ郷土文化資料館　☎５６１９－７０３４

すみだ郷土文化資料館
（向島２－３－５）

7月28日（土）～11月4日
(日)　午前９時～午後５時
＊入館は午後4時30分まで
＊毎週月曜日・第 4 火曜
日 ( 祝日のときは翌日 )
は休館、8月 29日 ( 水 )、
30 日（木）は臨時休館。

特集展示
「日活向島撮影所展」

　すみだ中小企業センター講習室（２階）を、次の期間、中学生以上の方の勉強室として開放します。
ぜひご利用ください。
【問合せ】あずま図書館　　☎３６１２―６０４８

すみだ中小企業セン
ター（2階）
講習室

７月２２日（日）～
８月３１日（金）
午前９時～午後５時
＊あずま図書館休館日及び
中小企業センターで使用す
る日は利用できません。

すみだ中小企業センター
講習室をご利用ください

貞秀画「東都両国ばし夏景色」
安政 6年（1859）

日活向島撮影所撮影風景
（個人蔵）

2012 夏 墨田区の小学生・中学生の応援で

第 68 回 国民体育大会ハンドボール競技リハーサル大会

第 17 回 ジャパンオープンハンドボールトーナメント

墨田区総合体育館を超満員にしよう！

平成２４年　８月１０日（金）　 ９：３０　試合開始
１１日（土）１０：００　試合開始
１２日（日）１０：００　試合開始

   １３日（月）１０：００　試合開始
墨田区総合体育館メインアリーナ　入場無料

　墨田区の小学生・中学生とその家族の皆さんを対象に、応援キャンペー
ンを行います。楽しいイベントや大会記念品もあるよ。
　①墨田オリジナルスティックバルーンをもらって応援しよう！
　②応援感謝スタンプをあつめて、大会記念品をゲットしよう（抽選）
　③「ゆりーと」ふれあいコーナーで、記念撮影をしよう！
　④錦糸公園にお店がいっぱいでるよ！

　この大会は、ハンドボールクラブチームの日本一を決定する大会です。
　オリンピック候補選手や全国のトップレベルの選手のプレーを観ること
ができる絶好のチャンス！墨田区総合体育館では、男子チームが強く、速く、
激しいプレーを展開します。友達や家族みんなでお楽しみください。

みんなで応援キャンペーンに参加しよう！

生誕１２０年記念事業

『芥川龍之介―こころのふるさとは本所両国―』
　大正時代を代表する作家、芥川龍之介。明治 25 年（1892）に生まれた彼は、
生後 7 か月で本所区小泉町（現在の墨田区両国 3 丁目）の伯父の家に引き
取られ、江東小学校（現在の区立両国小学校）、府立第三中学校（現在の
都立両国高校）を経て、19 歳で新宿に転居するまでの多感な時期をこの地
で過ごしました。隅田川、回向院、本所七不思議の伝承など、江戸の風情
を残しながら近代化の足音が響き始めた本所両国での暮らしは、作家龍之
介の形成に大きな影響を与えました。
　生誕 120 年を記念して行う今回の展示では、龍之介のこころのふるさと
本所両国の風景と、そこで育まれた龍之介の知られざる素顔を紹介します。
　パネル展
　　平成 24 年 7 月 31 日（火）～ 8月 19 日（日）
　　午前 8時 30 分～午後 5時
　　墨田区役所 1階　アトリウム
　企画展
　　平成 24 年 8 月 11 日（土）～　8月 15 日（水）
　　午前 9時 30 分～午後 5時 30 分　※土曜日は午後 7時 30 分まで
　　江戸東京博物館 1階　会議室
　講演会
　　平成 24 年 8 月 12 日（日）午後 2時～ 3時 30 分
　　江戸東京博物館 1階　ホール
　　講師　東洋学園大学人文学部教授　神田由美子氏
　　テーマ　芥川文学に描かれた本所両国
　　※申込　当日直接会場へ
　街歩き
　一般向け街歩き→　龍之介に関する一般向けの街歩きコースをすみだ
観光まちびらきサイト（http：//machibiraki.jp/top）で紹介しています。
※参考企画　子ども向け街歩き→　平成 24 年 8 月 11 日（土）午前 10
時 30 分～ 12 時　対象　小学 4～ 6年生と保護者　20 組 40 名
※すでに申し込みは終了しています。
いずれも入場無料

＜お詫びと訂正＞　前号（第１２１号　平成２４年４月発行）の「がんばれ！す
みだの子　大活躍したみなさんを紹介します」において、氏名に誤りがございま
した。申し訳ございません。お詫びとともに訂正させていただきます。

　がんばれ！すみだの子　大活躍したみなさんを紹介します
◇第１５回　全国　図書館を使った調べる学習コンクール
　優良賞　　庄子　陽野（菊川小学校）


