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墨田区吾妻橋一丁目23番20号

☎ 電話03-5608-6301

http://www.city.sumida.lg.jp

第148号 平成31年1月号

人 が 輝 く 　い き い き 　す み だ

～すみだのきょういく～

　教育委員会では、将来、国際社会で活躍する人材を育成する

ことを目的として、区立中学生の海外派遣研修を実施しています。

　7月29日（日）から8月7日（火）までの10日間、オーストラリア

でのホームステイや現地校での学習などを通して、たくさんの

ことを学びました。

　10月21日（日）には、ユートリヤ（すみだ生涯学習センター）で、

海外派遣報告会を行い、日本とオーストラリアの学校生活や文化

の違いなど、海外派遣で学んだことを報告しました。

平成30年度 墨田区中学生

を開催しました
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海 外 派 遣 報 告 会

現地校での様子

報告会では、海外派遣で学んだことや経験したことについて、

英語で発表をしました。現地校で歌った歌も披露しました。

ホームステイ先の生徒と一緒に

現地校の授業を受けました。

当たり前ですが、全て英語なので、

初めは戸惑いましたが、少しずつ、

聞き取れるようになりました。

「ジャパンタイム」では、現地校の生徒に習字や折り紙、けん玉など、

日本の文化を紹介し、体験してもらいました。みんなとても喜んでいました。

最終日は、フェアウェルパーティーを

開いてもらいました。一緒にランチを

食べたり、歌を

歌ったりして、

最後の時間を

楽しみました。

報告会での様子



墨田区学校給食レシピ

～しっぽくうどん～

しっぽくうどんは、香川県の郷土料理です。

だし汁に季節の野菜を入れて煮込み、

ゆでたうどんにかけて食べるのですが、

学校給食ではうどんも一緒に煮込んでいます。

里芋、白菜など冬の野菜を取り入れると、

さらに美味しくなります。

材料(5人分)

1 2 3 4

寒い季節に温まる具だくさんの美味しい「しっぽくうどん」をご紹介します。

だし汁に鶏肉を入れ、

アクをとります。
作り方

うどんを入れ、長ねぎ、

小松菜を入れます。

油あげとさつまあげ、調味料

を入れます。

ごぼう、にんじん、干ししいたけ、

大根を入れて煮ます。

900g（4.5カップ）

1g  だしをとる

10g

100g  こま切れ

50g  ささがき

50g  いちょう切り

5g  せん切り

100g  いちょう切り

50g  油抜きし、せん切り

●水・・・・・・・・・・・・・
●だし昆布・・・・・・
●花かつお・・・・・・
●鶏肉・・・・・・・・・・・
●洗いごぼう・・・・・
●にんじん・・・・・・・
●干ししいたけ・・・
●大根・・・・・・・・・・・
●油あげ・・・・・・・・・

分量・下処理及び切り方材料

75g  油抜きし、短冊切り

5g（小さじ１）　

15g（大さじ１弱）

1.5g（小さじ1/4）

65g（大さじ３.５）

850g

50g  小口切り

50g  2～3㎝に切る

●さつまあげ・・・・・
●酒・・・・・・・・・・・・・
●みりん・・・・・・・・・
●塩・・・・・・・・・・・・・

●しょうゆ・・・・・・・・

●冷凍うどん・・・・・

●長ねぎ・・・・・・・・・

●小松菜・・・・・・・・・

分量・下処理及び切り方材料

第8回 図書館を使った調べる学習コンクール

※小学校各部門：金賞1点、銀賞2点、銅賞15点／中学校：金賞1点、銀賞2点、銅賞10点

入 賞 作 品 発 表

作　品　名 学校名・学年 氏　名部門

小
学
生
低
学
年
の
部

小
学
生
中
学
年
の
部

作　品　名 学校名・学年 氏　名部  門

『もっとしりたいカブトムシ』

『すみ田川の花火は390年目！もっとしりたい！うち上げ花火』

『私もニホンオオカミに会いに行く』

『なりたいな なれるかな？ 1ねん1くみ アサガオせんせい』

『なぞのプルプル こんにゃくだいけんきゅう』

『だいすき！ クラシックギター』

『時計はいつからあるの？ －時計のせかいへタイムスリップ－』

『ミツバチなしでは生きていけない！』

『ウマはニンジンしかたべないの？ ～ウマのかみのけとたべものの謎～』

『ハチにさされないために！』

『ありそうでなかった！サメ図かん』

『あいりのきらきら国旗ツアーズ』

『おもてなし ORIGAMI』

『「ぼくは、もっとかぶきが見たい！」』

『メートルほうができるまで長さは体のいちぶであらわしていた』

『だいすき 納豆 ～納豆博士への道～』

『ピアノにくわしいピアニストになるには？』

『細長い葉は優等生？ ～ぼくの町のマツの葉大研究～』

『ねこかいたい！ ～かわいいだけじゃ、ないんだよ～』

『カメムシすごいぜ！！』

『めざせ！ カラスはかせ』

『すもう』

『お抹茶一服いかがですか？ －茶道っておくが深～い－』

『知ってびっくり！ ミツバチとはちみつの世界』

『鳥のくらし・人のくらし ～都市鳥のことを考える～』

『いらっしゃいませ美緒寿司へようこそ』

『かわいいけどナゾがいっぱい ヒョウモントカゲモドキ ～名前はキャノン～』

『地きゅう46おく年のれきしに名をきざむ？！ 日本の地そう チバニアン』

『石けんってそうだったの！？ ～身近だけど意外と知らない石けん～』

『地震はなぜ起きる？ あなたの家は大丈夫？ ～今すぐそなえよう～』

二葉小学校　　 2年

小梅小学校　　 2年

小梅小学校　　 2年

柳島小学校　　 1年

柳島小学校　　 1年

柳島小学校　　 2年

業平小学校　　 2年

横川小学校　　 2年

第四吾嬬小学校 1年

第三寺島小学校 2年

曳舟小学校　　 2年

曳舟小学校　　 2年

押上小学校　　 2年

八広小学校　　 2年

隅田小学校　　 2年

緑小学校　　　 3年

外手小学校　　 3年

小梅小学校　　 4年

両国小学校　　 3年

両国小学校　　 3年

両国小学校　　 3年

菊川小学校　　 3年

菊川小学校　　 4年

曳舟小学校　　 4年

東吾嬬小学校　 4年

八広小学校　　 4年

立花吾嬬の森小学校 3年

立花吾嬬の森小学校 3年

梅若小学校　　 4年

梅若小学校　　 4年

石原　優衣

井上　楓望

小森　日菜子

伊藤　彩愛

堀内　健太郎

茂手木　伶哉

込山　枝美里

米津　ナナ

江本　芹菜

島村　朋季

稲熊　和真

田中　愛莉

内林　才結

塩野　道玄

小藤田　史織

宮本　理子

中村　美南

松本　和真

泉　綾乃

鈴木　悠一郎

平山　涼一

西辻　希羽

廣澤　里麻

渡辺　瑛太

鈴木　楓果

石山　美緒

来住　龍之介

平松　優希

竹澤　瑠唯

栁田　大和

作　品　名 学校名・学年 氏　名部門

小
学
生
高
学
年
の
部

中
学
生
の
部

『日本の香 ～伝統ある日本のお香を大研究！～』

『冷凍食品を知る ～働く人を支える強い味方～』

『見つけたよ！ たまごのひみつ』

『みんなの隅田川 ～未来のためにできること～』

『脳 ～Brain～ 脳は未知なる宇宙』

『これ以上暑い夏はヤダ－！！』

『復興は今？』

『ぼくの頭はカリフラワー ～毛のしくみと遺伝について～』

『雨水を集めてためて活用しよう inすみだ』

『ホントは怖い 睡眠不足』

『こんにゃくにも栄養はある！』

『日焼け止めだけじゃない！ 紫外線対策 ～紫外線の実態を探る～』

『おじいさんに会えた夏』

『咲かせよう日本の心 おもてなし』

『おいらヤブカ 小さな虫の吸血鬼』

『日光に当たると皮膚に変化が起きるのはなぜ？』

『塩とは結局何なのか？ ～身近なものにこそ不思議はある～』

『船の秘密』

『赤ちゃんの誕生 ～命の力～』

『～天気～ 大研究』

『理想のドライフルーツを作る ～おいしくキレイになれるひみつにせまる～』

『知ろう、税金。』

『私と申とエト（干支）セトラ』

『血液型』

『～名字の歴史～ 名字のことをもっと詳しく！』

緑小学校　　 　5年

緑小学校　　　 6年

外手小学校　　 5年

外手小学校　　 6年

二葉小学校　 　5年

錦糸小学校　　 5年

錦糸小学校　 　5年

言問小学校　 　5年

柳島小学校　　 5年

両国小学校　　 5年

横川小学校　 　6年

横川小学校 　　6年

第三寺島小学校 5年

第三寺島小学校 5年

曳舟小学校　 　6年

本所中学校　　 1年

本所中学校　　 2年

本所中学校　　 2年

両国中学校　　 1年

両国中学校　　 1年

竪川中学校　　 2年

吾嬬第二中学校 3年

寺島中学校　　 2年

文花中学校　　 2年

文花中学校　　 2年

渡辺　莉音

成住　すず

伊藤　万佑子

秋田　虹介

榊　泉凛

池田　紘介

吉田　麻倫

鈴木　聡太

鷲尾　果純

平山　夏帆

坂本　弥優

米津　アンナ

小野　百合子

福光　花蓮

平川　凪都

伊藤　かれん

木村　心咲

堀江　凜々華

金井　青音

張　蒨蕾

岩波　小遥

大岩　実央

小野　桜子

石島　咲良

佐藤　一翔

（問合せ）指導室03-5608-6307

銅 賞

金 賞

銀 賞

『強いぞ！！強い なぜ？そこに生えてるの？ ～“ざっ草”たちのふしぎな・・・せかい～』

『マイ ラブ 米』

『もったいないだけじゃない！ 食品ロス』

『燻製』

八広小学校 ２年

梅若小学校 ４年

緑小学校　 ５年

寺島中学校 １年

太田　唯夏

大森　花音

石江　桜子

田口　文喜

小学生
低学年の部

小学生
中学年の部

小学生
高学年の部

中学生の部

作　品　名 学校名・学年 氏　名部  門

『ねっちゅうしょうからいのちをまもれ！』

『わたしのランドセル』

『あなたはしょう来ロボットといっしょにくらしてみたいですか？』

『さっかくのナゾを追え！』

『私の個性の正体は！？』

『七色の挑戦状』

『あなたも知ってね アレルギーのこと』

『地球環境とマングローブ ～マングローブと暮らす夏休み～』

外手小学校　２年

錦糸小学校　１年

緑小学校　　４年

柳島小学校　４年

二葉小学校　６年

両国小学校　６年

寺島中学校　１年

国府台女子学院中学部  １年

佐藤　遼真

吉田　陽香

松本　仁実

茂手木　香凛

小川　真菜

井苅　栞菜

吉田　葵

田中　萌唯

小学生
低学年の部

小学生
中学年の部

小学生
高学年の部

中学生の部



～大活躍したみなさんを紹介します～～大活躍したみなさんを紹介します～
（平成３０年6月～平成３０年10月）

を開設します中学校に 特 別 支 援 教 室
　墨田区では発達障害等のあるお子さんに対するコミュニケーション学習を行っており、平成30年度から全小学校に

特別支援教室を開設し、自校で指導を受けることができるようになりました。

　今後は平成33年度までに中学校に特別支援教室を開設し、自校で指導を受けることができるようになります。

平成31年4月から吾嬬立花中学校を拠点校に、竪川中学校・文花中学校・桜堤中学校に特別支援教室を開設します。

　詳しくは下記担当までお問い合わせください。

 問合せ 学務課給食保健・就学相談担当  電話5608ー6304

がんば
れ！

　すみ
だの子

個  人
大会名等

第71回墨田区民体育祭バドミントン大会
三宅  優人（桜堤中） 第１位（男子シングルス中学生の部）
鈴木  優海（寺島中）  第１位（女子シングルス中学生の部）

鈴木優海・宮本紗阿弥（寺島中） 第１位（女子ダブルス中学生の部）
三宅優人・𠮷田涼雅（桜堤中） 第１位（男子ダブルス中学生の部）

第71回墨田区民体育祭陸上大会

中村  建貴（第二寺島小） 第１位（４年男子100ｍ）
坂口  ゆえ（横川小） 第１位（４年女子100ｍ）
吉村  鼓太朗（横川小） 第１位（５年男子100ｍ）

山本  みづ葉（横川小） 第１位（５年女子100ｍ）
山田  将吉郎（押上小） 第１位（６年男子100ｍ）
白鳥  笑淑（横川小） 第１位（６年女子100ｍ）

第71回墨田区民体育祭水泳大会
田口  聖大（第二寺島小） 第１位（小学男子高学年50m自由形/50m平泳ぎ）
髙垣  草太（両国中） 第１位（中学男子50m平泳ぎ）
鈴木  明太（両国中） 第１位（中学男子50m背泳ぎ）

第71回墨田区民体育祭柔道大会
杉浦  　均（梅若小） 第１位（小学１年の部）
小林  凛大（中和小） 第１位（小学４年の部）

第71回墨田区民体育祭アクアスロン大会 毛塚  琉（第二寺島小） 第１位（小学５年男子の部）

亀井  美那（両国中） 第１位（中学女子50m背泳ぎ）
岡野  茉優（吾嬬第二中） 第１位（中学女子50m平泳ぎ）
加藤  音彩（文花中） 第１位（中学女子50m自由形/50mバタフライ）

戸邉  　快（錦糸小） 第１位（小学６年の部）
柳川  菜月（桜堤中） 第１位（無段女子の部）

氏名（学校名）  順位（種目・部門等）

第71回墨田区民体育大会剣道大会 金田  京之佑（両国小） 第１位（小学３年の部）

第71回墨田区民体育大会ソフトテニス大会 吉川史栞・相原さくら（墨田中） 第１位（中学生女子ダブルスの部）

桜橋・わんぱくトライアスロン2018 柳田  実緒（菊川小） 第１位（小学４年女子の部）

東京都中学校選手権水泳競技大会 川島  朝陽（両国中） 第１位（男子400m個人メドレーの部）

東京都特別支援学級陸上競技大会

林田  優吾（吾嬬第二中） 第1位（1500m走の部）
小林  万虎人（本所中） 第1位（100m2年男子の部）
永島  遼人（本所中） 第1位（ソフトボール投げ1年男子の部）

牛島神社奉納剣道大会

第24回 FLAP 全国バレエコンクール 2018夏

松井  心春（両国中） 第１位（中学１年の部）

澤井  香子（墨田中） 第1位（ジュニアの部）

第21回全日本小学生女子相撲大会 小宮山  結月（外手小） 優勝（小学6年50キロ未満級の部）

第71回墨田区民体育大会相撲大会
山野邊  海斗（緑小） 優勝（小学１年の部）
石井  もも（外手小） 優勝（小学２年の部）

山野邊  力（緑小） 優勝（小学３年の部）
中澤  睦士（中和小） 優勝（小学５年の部）

団体名（学校名）

団  体

両国セブンアローズ（両国小）

墨田中学校剣道部

両国中学校剣道部

両国中学校水泳部

両国中学校女子バスケットボール部

両国中学校女子ソフトボール部

錦糸中学校女子バスケットボール部

第40回王貞治杯

墨田区中学校総合体育大会剣道大会

墨田区中学校総合体育大会剣道大会

墨田区中学校総合体育祭水泳大会

墨田区夏季研修大会

墨田区秋季新人ソフトボール大会

墨田区総合体育大会

優勝

優勝（男子団体の部）

優勝（女子団体の部）

優勝（男子200mフリー/メドレーリレー）

Bブロック第１位（団体女子の部）

優勝（団体女子の部）

優勝

大会名等 順位・記録等

墨田区総合体育大会兼選手権大会

天海  創太（文花中） 第１位（1500m共通男子の部）
小林  優良（文花中） 第１位（3000m共通男子の部）
伊端  哲平（文花中） 第１位（走り幅跳び１年男子の部）

太田  海潤（文花中） 第１位（走り高跳び共通女子の部）
伊端哲平・埴原達也・飯住優斗・湊悠紀(文花中)
 第１位（4×100mリレー１年男子の部）

藍原直己・榮一真・三田航洋・小林万虎人（本所中）
 第1位（男子4×100mリレーの部）

第65回墨田区文化祭珠算競技大会

藤田  惠秀（第二寺島小） 区長賞（珠算の部 第一部）
中村  　丈（隅田小）　　 区長賞（珠算の部 第二部）
伊津野  弘（隅田小）　　 区長賞（珠算の部 第三部）
和田  陽一朗（押上小） 区議会議長賞（珠算の部 第一部）
井上  　梓（第四吾嬬小） 区議会議長賞（珠算の部 第二部）
藤田  勝一郎（第二寺島小） 区議会議長賞（珠算の部 第三部）

堀江  祐奈（文花中） 区議会議長賞（珠算の部 第四部）
福家  碧莉（両国小） 教育長賞（珠算の部 第一部）
井上  　晴（第四吾嬬小） 教育長賞（珠算の部 第二部）
内山  大輔（隅田小） 教育長賞（珠算の部 第三部）
髙𣘺  澄玲（寺島中） 教育長賞（珠算の部 第四部）

杉山  日南（本所中） 最優秀賞（中学生の部）

第56回墨東５区陸上競技大会 柴田  珠里（文花中） 第１位（100m１年女子の部）

第55回関東地区海の絵画コンクール 八原  里桜（竪川中） 金賞

平成30年度心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクール 仲宗根  ウララ（竪川中） 最優秀賞（中学生の部）

平成30年度墨田区明るい選挙ポスターコンクール 川合  香穂（緑小） 最優秀賞（小学生の部）

平成30年度東京都明るい選挙ポスターコンクール 竹澤  芽生(本所中) 最優秀賞（中学生の部）

国際理解・国際協力のための全国中学生作文コンテスト 齋藤  凜央（両国中） 金賞

平成30年度少年の非行防止啓発ポスターコンクール 栗田  さくら（竪川中） 最優秀賞（中学生の部）



♣教育委員会開催状況（10月～12月）

♣教育委員 活動報告

議決事項 7件    報告事項 18件

卒業証書の西暦記載等について

♣Board of Education♣

教育委員会教育委員会

特別支援学級

だ よ り

教育委員会では、教育行政全般の決定や質疑等を行っています。

委員は、この会議に出席するほか、学校等に足を運び「すみだの

教育」の今を考えています。

　卒業証書の発行年月日や生年月日については、

元号を使用することが原則となっておりますが、保護

者の方の希望があれば西暦で発行します。

　また、外国籍の方は、氏名についても保護者の方

の意思が尊重されますので、記載方法については、

お子さんが在籍する学校にご相談ください。

教育委員会定例会は、どなたでも傍聴できます。

お気軽に担当までお問合せください。

  ☎5608－6301

定例会（連絡協議会含む）  ６回

10月 ・第43回すみだまつり

 ・第48回こどもまつり

 ・小学校PTA協議会研修大会

 ・中学生海外派遣報告会

 ・障害者（児）スポーツ・レクリエーション大会

 ・中学校連合音楽会

 ・中学校連合学芸会

11月 ・小学校連合音楽会

 ・中学生東京駅伝結団式

 ・中学校PTA連合会研修大会

 ・青少年健全育成区民大会

 ・青少年育成委員会連絡協議会

　　　 三者懇談会

 ・研究協力校研究発表会（小梅小学校）

12月 ・小学校オーケストラ鑑賞教室

 ・小学校連合学芸会

 ・研究協力園研究発表会（曳舟幼稚園）

 ・研究協力校研究発表会（寺島中学校）

 ・中学校PTA連合会三者懇談会

 ・中学生区議会

墨田区教育委員会 

教育長  加藤  裕之

　あけましておめでとうございます。

　教育長の加藤裕之です。新年にあたり、私の思いを少し

述べさせていただきます。

　昨年は、大阪府北部、北海道胆振東部の大地震や西日本

を襲った豪雨等の自然災害、また、夏には災害レベルといわ

れるほどの異常な暑さが続きました。

　そうした中、本区では今年度から全中学校の1年生を対象

とした普通救命講習を始めました。すでに受講した生徒も

多いことと思います。中学生に限らず、災害時には自分の身は

自分で守る、そして自分の安全が確認できたら、家族、友人、

地域の方への支援、協力に努めてください。また、普通救命講習

の受講者は、必要があれば講習で身に付けた知識、技能を

活用してほしいと思います。

　災害は、いつ起きるかわかりません。また、どこで遭遇するかも

わかりません。日ごろから、危機意識を持って過ごしてください。

「備えあれば憂いなし」ということわざがあります。普段から準備

をしておけば、いざというときに何も心配がないということです。

地域の防災訓練に積極的に参加したり、災害が起きたときの

家族の連絡方法などを話し合ったり、避難場所はどこなのか、

消火器はどこに設置してあるのかなど確認しながら地域の中

を散策したりして「備え」る方法もあります。

　さて、平成という時代はあと数か月で終わり、新しい元号に

なります。そして、来年の東京2020オリンピック・パラリンピック

大会と歴史に残る場面に、これから立ち会うことになります。

　そのときまで、そしてそこからも皆様がさらに飛躍していける

よう教育委員会としても支援していきたいと考えています。

夢と希望を忘れずに、一緒に進んでいきましょう。

教 育 長 あ い さ つ

聴傍 に

来ませんか
庶務課庶務・教職員担当

問合せ

合 同 送 別 会

区立小・

中学校の

と 　き

ところ

申　込

問合せ

2月8日（金）午前9時～午前11時45分

曳舟文化センター

当日直接会場へ

学務課給食保健・就学相談担当

電話5608ー6304

特別支援学級に在籍する児童・生徒の卒業を祝って合同送別会

を行います。全員が参加し、合唱やダンスなどを行います。


