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学校・学級名 見学・説明会日時

柏木小学校…柏葉学級

（北新宿2-11-1）（3227）2086
6月14日見学…午前8時30分～
11時、説明会…午前11時～12時

落合第二小学校…若葉学級

（上落合2-10-23）（3227）2102

6月17日見学…午前8時30分
～10時40分、説明会…午前10時
40分～11時30分

東戸山小学校…若草学級

（戸山2-34-2）（3205)9504
6月21日見学…午前10時～11
時、説明会…午前11時～12時

愛日小学校…若竹学級

（北町26）（3266）1604
6月24日見学…午前10時～11
時、説明会…午前11時～12時

花園小学校…新苑学級

（新宿1-22-1）（3353）8362
6月26日見学…午前9時35分～
11時、説明会…午前11時～12時

図書館の催し

　区立図書館は以下の期間、特別図書整理のため休館しま

す。この休館に伴い、毎月の図書整理日を臨時開館する場

合があります。詳しくは、お問い合わせください。

【問合せ】中央図書館（大久保3―1―1）（3364）1421へ。

中央・こども…6月18日～23日、西落合…6月26日～28日、下

落合…7月4日～6日、鶴巻…7月11日～13日、戸山…7月17日

～19日、四谷…9月6日～9日、北新宿…9月12日～14日、角

筈…9月18日～20日、中町…9月26日～28日、大久保…10月3

日～5日、ウィズ新宿（図書資料室のみ）…10月9日・10日

特別支援学級・特別支援学校の見学・説明会

【日時】6月11日午前9時45分～11時40分

【対象】令和2年4月に入学、転学予定の小・中学生

の保護者

※参加を希望する方は、事前に同校（中野区南台

3―46―20）（3384）7741へご連絡ください。

【日時・会場】下表のとおり

【対象】令和2年4月に小・中学校に入学予定で、障害等のた

め特別な配慮が必要なお子さんの保護者、幼稚園・保育園・

子ども園・療育機関で療育相談等に関わっている方ほか

【内容】学級・学校見学、就学相談等の概要説明ほか

【問合せ】教育支援課特別支援教育係（大久保3―1―2、新

宿コズミックセンター4階）（3232）3074・（3232）

1079へ。国立・都立・私立の特別支援学校（盲学校・ろう学

校を含む）の見学会の日程も、区教育支援課特別支援教育

係へお問い合わせください。

※学級・学校の見学は、各校の見学時間内は自由にで

きます。説明会は、開始時刻までにおいでください。

学校・学級名 見学・説明会日時

新宿養護学校…小学部・中学部

（西新宿4-20-11)（5351）1233

6月14日見学・説明
会…午前10時30分～
12時

区立特別支援学校（肢体不自由）

◎まなびの教室

小学校特別支援学級

学校・学級名 見学・説明会日時

西新宿中学校…E組
（西新宿8-2-44）（5330）0665

6月5日見学…午前9時30分～
11時、説明会…午前11時～12時

四谷中学校…新苑学級

（四谷1-12）（3358）3787
6月13日見学…午前10時～11
時、説明会…午前11時～12時

新宿中学校…若草学級

（新宿6-15-22）（3357）6193
6月28日見学…午前10時～11
時、説明会…午前11時～12時

中学校特別支援学級

　発達障害等のため、特別な指導を必要とする児童・生

徒のための教室です。説明会を以下のとおり開催します。

【日時・対象】6月20日小学校…午前10時～12

時、中学校…午後2時～4時

【会場・申込み】当日直接、区立教育センター（大久保

3―1―2、新宿コズミックセンター5階）へ。

都立中野特別支援学校小学部・中学部の説明会

中学校の学校選択制度

【対象】令和2年4月に区立中学校に入学する新1年生

【選択できる学校の範囲】区内全域の区立中学校

【入学受入数】各中学校の施設規模等に応じて、上限を設定します。

【選択方法】通学区域外の学校を選択する場合は、対象者全員へ9月下

旬に配布する学校選択票を10月25日までに郵送（必着）または直

接、学校運営課へ提出してください。

※入学希望者が入学可能者数を超えた場合は、公開抽選を行います。

抽選に漏れた場合は通学区域の学校を指定し、選択した学校の補欠

登録も併せて行います。

※入学後、この制度で学校を選び直すことはできません。また、この制

度を利用して入学した後に転居した場合は、改めて通学区域の学校

を指定します。学校選択票提出の際には、長い学校生活の期間等を考

慮し、ご家族でよくご相談ください。

教科書展示会

　令和2年度に区立小学校で使用する

教科書は、今回展示する中から8月30

日までに採択する予定です。

【日時・会場】①区立教育センター（大

久保3―1―2、新宿コズミックセンタ

ー6階）…5月31日～6月27日（6月

1日・2日・8日・9日を除く）、②

教育指導課…5月31日～6月27日

（土・日曜日を除く）、③四谷図書館（内

藤町87）…6月14日～27日（18日

・25日を除く）、時間は①②は午前

9時～午後5時、③は午前9時～午後9時

45分（日曜日は午後6時まで）

【展示する教科書】①は小・中学校、一

部の高等学校、②③は小学校

※携帯電話・カメラ等での撮影、コピー

や貸し出しはできません。

【問合せ】教育指導課指導係（本庁舎4

階）（5273）3084へ。

「あいあい」施設開放

　子ども総合センター発達支援コーナ

ー「あいあい」で、あそびの体験のほか

発達に関する相談ができます。

【日時】6月14日午後3時～4時15分

【対象】未就学児と保護者

【会場・申込み】当日直接、子ども総合セ

ンター発達支援コーナー「あいあい」

（新宿7―3―29、子ども総合センター2

階）（3232）0679へ。

育児講演会

イヤイヤ期～褒め方と叱り方

【日時】6月24日午前10時～12時

【対象】区内在住の2歳のお子さんと保

護者、20名

【内容】講話とグループワーク（講師は

小口康子／心理士）

【会場・申込み】5月27日から電話か

ファックス（3面記入例のとおり記入）

で四谷保健センター（四谷三栄町10―

16）（3351）5161・（3351）5166へ。

先着順。託児あり（先着15名）。

親子料理教室

子どもから大人まで楽しめる七夕料理

【日時】6月29日午前10時～午後1時

30分

【対象】区内在住の小学生と保護者、7組

14名（調理台が大人用の高さのため小

学生は身長120cm以上）

【メニュー】手まり寿司、野菜のハンバ

ーグ、七夕そうめんのお吸い物、ヨーグ

ルト白玉（講師は岸本福子／食育イン

ストラクター2級）

【費用】1組1,000円（材料費等）　

【持ち物】エプロン、三角巾、手拭き

【会場・申込み】5月28日から電話で

戸塚地域センター（高田馬場2―18―

1）（3209）8001へ。先着順。

子ども自然体験キャンプ

【日時】7月6日～7日（1泊2日）

※事前説明会（6月22日午後2時～4

時）への出席が必要です。

【会場・宿泊地】朝日里山学校（茨城県石

岡市柴内630）・つくばねオートキャン

プ場（茨城県石岡市小幡2132―14）

※区役所第2分庁舎分館集合・解散。宿

泊地へは往復バスを利用します。

【対象】区内在住・在学の小学3～6年生、

36名

【内容】テントでの宿泊や飯ごう炊さん

等のキャンプ体験、ピザ作り、ハイキン

グほか（雨天時は変更する場合あり）

【費用】6,000円（宿泊料・食事代等）

【主催】新宿区青少年活動推進委員会

【申込み】往復はがき（1人1枚）にお子さ

んについて3面記入例のほか学校名・学

年・性別・ファックス番号（お持ちの方）・保

護者氏名を記入し、6月5日（必着）まで

に子ども家庭支援課子育て支援係（〒

160-0022新宿 7―3―29）（3232）

0695へ。応募者多数の場合は初めて参加

する方を優先して抽選し、結果は6月10

日以降に応募者全員にお知らせしま

す。抽選では兄弟・友人関係は考慮しま

せん。当選の権利の譲渡はできません。

オペラ鑑賞の集い

映像によるオペラ鑑賞

【日時・内容】6月6日／エメリッヒ・

カールマン「マリッツァ伯爵令嬢」（1時

間47分）、8月1日／ロッシーニ・歌

劇「シンデレラ」全曲（2時間31分）、いず

れも午後2時から（午後1時45分開場）

※6月から開催日を第1木曜日に変更し

ます（令和元年度は6回の実施を予定）。

【会場・申込み】当日直接、若松地域セン

ター（若松町12―6）（3209）6030へ。

初夏にうたおう

【日時】6月8日午前11時30分～午後

6時30分

【内容】新宿区合唱連盟加盟の45団体に

よる合唱

【会場・申込み】当日直接、新宿文化セン

ター（新宿6―14―1）（3350）1141

へ。途中入退場自由。

かつお節の教室

【日時】6月20日午後3時～4時

【対象】区内在住の60歳以上、30名

【内容】だし取りの実演、味見など製法

の説明（講師は土居幹治／マルトモ㈱）

【会場・申込み】5月27日から電話ま

たは直接、北新宿地域交流館（北新宿

2―3―7）（3369）5856へ。先着順。

コミュニケーション講座

伝わる話し方～あがり症克服術

【日時】6月22日午後2時～4時

【対象】区内在住・在勤・在学の方、20名

【講師】渡辺由佳（フリーアナウンサー）

【会場・申込み】5月27日から電話かフ

ァックス（3面記入例のとおり記入）で

男女共同参画推進センター（ウィズ新

宿、荒木町16）（3341）0801（日曜日、

祝日を除く）・（3341）0740へ。先着順。

かんたん料理教室

【日時】6月17日午後6時30

分～8時30分

【会場】大久保地域センター（大久保2―

12―7）

【対象】区内在住・在勤・在学のおおむね

18～50歳、15名程度

【メニュー】空豆ごはん、豚肉の野菜巻

き、野菜サラダ（ごまドレッシング）

【費用】500円（材料費）

【申込み】5月27日から電話かファッ

クス（3面記入例のとおり記入）で健康

づくり課健康づくり推進係（第2分庁舎

分館1階）（5273）3047・（5273）

3930へ。先着順。今年度、同料理教室に

初めて参加する方を優先します。

硬式テニス教室

【日時】7月2日～23日の火・金曜日（16日

を除く）午後7時30分～9時30分、全6回

【会場】大久保スポーツプラザ（大久保

3―7―42）

【対象】区内在住・在勤の18歳以上で初

心者・初級程度の方、35名

【費用】5,000円（保険料等）

【主催・申込み】往復はがきに3面記入例

のほか年齢・性別を記入し、6月10日（必

着）までに区硬式庭球連盟・古山寛（〒

162-0041早稲田鶴巻町535）（3202）

5876へ。応募者多数の場合は抽選。

人形劇

【日時】6月2日午後3時～4時

【対象】小学3年生までのお子さんと保

護者、100名

【上演作品】「クックとキッキの魔法の

箱」ほか（出演は座・まりりん）

【会場・申込み】当日直接、大久保地域セ

ンター（大久保2―12―7）へ。先着順。

【問合せ】大久保図書館（3209）3812へ。

16ミリ発声映写機

練習会・講習会

①操作講習修了証取得者練習会

【日時】6月6日午前10時～午後4時の

間で随時

【対象】16ミリ映写機操作講習修了証を

お持ちの方

②操作講習会

【日時】7月4日・5日午前10時～午

後3時30分、全2回

【対象】18歳以上で2日とも出席できる

方、15名

【会場・申込み】①は修了証をお持ちの

上、当日直接、中央図書館（〒169-0072

大久保3―1―1）（3364）1421へ。②

は任意の用紙に3面記入例のほか生年

月日、在勤の方は勤務先の名称・所在地

を記入し、返信用封筒（82円切手を貼

る）を同封の上、6月11日（必着）までに

同館資料係へ。応募者多数の場合は区

内在住・在勤の方を優先して抽選し、結

果は6月18日までに応募者全員にお

知らせします。

水曜上映会

【日時】6月12日午後2時から（午後1

時40分開場）

【上映作品】「向田邦子シリーズ 続あ・う

ん上巻」（2時間15分）

【会場・申込み】当日直接、新宿コズミッ

クセンター8階プラネタリウム（大久保

3―1―2）へ。先着80名。

【問合せ】中央図書館（3364）1421へ。

エプロンシアター

　目白大学の学生が絵本の読み聞かせ

を行うほか、うちわの工作等を教えます。

【日時】6月15日午後1時30分～2時

30分・午後3時～4時

【対象】未就学児と保護者、各回30名

【会場・申込み】5月28日から電話ま

たは直接、西落合図書館（西落合4―

13―17）（3954）4373へ。先着順。

講座「やさしい日本語の

本を読んでみませんか」

ゼロから始める楽しい日本語多読

【日時】6月15日午後2時～4時

【会場】大久保地域センター（大久保2―

12―7）

【対象】日本語が母語ではない方、20名

（ひらがなが少し読めれば参加可）

【協力】NPO多言語多読

【申込み】5月27日から電話または直

接、大久保図書館（大久保2―12―7）

（3209）3812へ。先着順。

朗読へのいざない

【日時】6月16日午後2時～3時30分

【会場】牛込笥地域センター（笥町15）

【朗読作品】小泉八雲「茶碗の中」、佐江

衆一「風の使者」、江戸川乱歩「人間椅

子」（朗読は飯田すみえ・篠崎章子／朗

読の会「言の葉」）

【申込み】電話で中町図書館（3267）

3121へ。定員50名。

英語絵本のおはなし会

【日時】6月22日午後2時～2時30分

【対象】3歳～小学生、10名（未就学児は

保護者同伴）

【内容】英語絵本の読み聞かせと英語の

詩・歌の紹介

【会場・申込み】5月28日から電話で

中町図書館（中町25）（3267）3121

へ。先着順。

暮らしの講座「旅行セミナー」

【日時】6月22日午後2時～4時

【会場】戸山生涯学習館（戸山2－11－

101）

【内容】講話「こんなに変わっている！日

本の観光地新傾向」（講師は内山弘美／

㈱ JTBパブリッシング）

【申込み】5月29日から電話で戸山図

書館（3207）1191へ。先着40名。

下落合シネマ

「おくりびと」

【日時】6月23日午後2時～4時

【会場・申込み】5月27日から電話ま

たは直接、下落合図書館（下落合1―

9―8）（3368）6100へ。先着40名。

学校・所在地・電話番号 学校公開期間 学校説明会日時

津久戸（津久戸町2-2）（3266）1601 6月14日・15日 6月15日午前10時40分～11時25分

江戸川（水道町1-28）（3266）1602 6月19日・20日・22日 6月22日午前9時35分～10時20分

市谷（市谷山伏町1-3）（3266）1603 6月22日・24日・25日 6月22日午前10時30分～11時

愛日（北町26）（3266）1604 6月13日～15日 6月15日午前10時35分～11時20分

早稲田（早稲田南町25）（3205）9501 6月20日～22日 6月22日午前11時30分～午後0時15分

鶴巻（早稲田鶴巻町140）（3205）9502 6月11日・12日・15日 6月15日午後2時～2時30分

牛込仲之（市谷仲之町4-33）（3358）3762 6月13日～15日 6月15日午前10時30分～11時15分

富久（富久町7-24）（3358）3763 6月13日～15日 6月15日午前9時35分～10時

余丁町（若松町13-1）（3205）9503 6月27日～29日 6月28日午前11時30分～12時

東戸山（戸山2-34-2）（3205）9504 6月22日・24日・25日 6月22日午前11時～11時30分

四谷（四谷2-6）（5369）3776 6月13日～15日 6月14日午前10時20分～10時50分

四谷第六（大京町30）（3358）3767 6月15日・18日・19日 6月15日午前11時～午後0時15分

花園（新宿1-22-1）（3353）8276 6月20日～22日 6月22日午前10時～10時30分

大久保（大久保1-1-21）（3205）9506 6月20日～22日 6月21日午前10時40分～11時15分

天神（新宿6-14-2）（3358）3769 6月21日・22日 6月22日午前9時30分～10時

戸山（百人町2-1-38）（3205）9507 6月29日、7月1日 6月29日午前10時25分～11時10分

戸塚第一（西早稲田3-10-12）（3205）9508 6月13日～15日 6月15日午前9時20分～10時5分

戸塚第二（高田馬場1-25-21）（3205）9509 6月13日～15日 6月15日午前9時～9時30分

戸塚第三（高田馬場3-18-21）（3227）2101 6月15日・18日・19日 6月15日午前9時45分～10時15分

落合第一（中落合2-13-27）（3565）0940 6月20日～22日 6月22日午前10時35分～11時5分

落合第二（上落合2-10-23）（3227）2102 6月22日・25日・26日 6月22日午前9時35分～10時20分

落合第三（西落合1-12-20）（3565）0941 6月20日～22日 6月22日午前9時10分～10時10分

落合第四（下落合2-9-34）（3565）0942 6月20日～22日 6月21日午前10時30分～11時

落合第五（上落合3-1-6）（3227）2103 6月20日～22日 6月22日午前9時20分～10時5分

落合第六（西落合4-11-21）（3565）0943 6月20日～22日 6月22日午前11時20分～12時

淀橋第四（北新宿3-17-1）（3227）2105 6月20日～22日 6月22日午前10時40分～11時25分

柏木（北新宿2-11-1）（3227）2104 6月22日・25日・26日 6月22日午前9時40分～10時25分

西新宿（西新宿4-35-5）（3373）6031 6月20日～22日 6月22日正午～午後0時30分

西戸山（百人町4-2-1）（3227）2107 6月13日～15日 6月15日午前9時～10時

小小学学校校

落合（下落合2-24-6）（3565）0701 6月17日～22日 6月14日午後3時～4時

落合第二（西落合1-6-5）（3565）0702 6月24日～28日 6月28日午後3時30分～4時

西新宿（西新宿8-2-44）（5330）0661 6月1日・4日～7日 6月6日午後3時～4時

新宿（新宿6-15-22）（3357）6191 6月18日～22日 6月22日午前10時35分～11時35分

新宿西戸山（百人町4-3-1）（3227）2110 6月18日～21日 6月21日午後4時～5時

学校・所在地・電話番号 学校公開期間 学校説明会日時

牛込第一（北山伏町4-1）（3266）1605 6月5日～7日・10日 6月7日午後3時～3時40分

牛込第二（喜久井町20）（3205）9671 7月2日～6日 7月6日午後2時～3時

牛込第三（市谷加賀町1-3-1）（3266）1606 6月17日～22日 6月21日午後4時～5時

四谷（四谷1-12）（3358）3771 6月10日～15日 6月14日午後4時～5時

西早稲田（戸山3-20-2）（3205）9674 6月17日～21日 6月21日午後4時～5時

　魅力ある教育活動と開かれた学校づくりの促進を目指し、入学前の

お子さんや保護者に授業や学校の様子を見ていただく学校公開と説明

会を、年2回開催しています。また、中学校では、通学区域制度を原則と

して、学校選択制度を実施しています。

　今回は、第1回の学校公開・説明会の日程（右表）をお知らせします。公

開時間は原則として授業時間内です。令和2年4月に入学する新1年生

と保護者のほか地域の方など、どなたでも見学できます（公開期間以外

も見学可）。第2回は、小学校は2学期中、中学校は9月下旬～10月下旬に

開催する予定です。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

　令和2年4月に入学する新1年生には学校案内冊子を、小学校は8月

末、中学校は9月末ころ配布します。各学校ではホームページを開設し

ています。新宿区ホームページからご覧いただけます。

※小学校は、通学区域の学校に通学します。各学校の通学区域は、新宿

区ホームページでご案内しています。

【問合せ】学校運営課学校運営支援係（〒160-8484歌舞伎町1―5―1、

第1分庁舎4階）（5273）3089・（5273）3580へ。

　子育て支援に必要な知識や技能等を学び、地域で

子育て支援を担う人材を育成する講座です。

　全国共通の「子育て支援員研修」の基本研修に該当

し、全科目を修了した方には「子育て支援員研修（基

本研修）修了証明書」、一部のみを履修した方には「子

育て支援員研修一部科目修了証書」を交付します。

【日時・内容】講義…6月25日午前10時～午後4時

10分…子ども・子育て家庭の現状、子ども家庭福祉、

子どもの発達

6月26日午前10時～午後4時10分…保育の原

理、対人援助の価値と倫理、子どもの障害

6月27日午前10時～11時50分…児童虐待と社

会的養護

7月2日午前10時～午後0時20分…総合演習

※ほかに子育て支援施設の見学・体験があります。日

程は見学・体験先施設により異なります（7～8月実

施。2時間程度）。

【会場】子ども総合センター（新宿7―3―29、新宿ここ・か

ら広場内）、7～8月の見学・体験は区内の子育て支援施設

【対象】区内在住・在勤または区内で子育て支援をし

ている方・これから始めたい方、30名

【申込み】電話かファックス（3面記入例のとおり記

入）で、6月14日までに子ども家庭支援課子育て支

援係（新宿7―3―29）（3232）0695・（3232）0666

へ。応募者多数の場合は抽選。

※講義には託児があります（1歳以上・先着順。6月7

日までに電話）。見学・体験時は託児はありません。

図書館の

休館

子子育育てて支支援援者者養養成成講講座座

基基本本講講座座

中中学学校校

当日直接、会場へおいでください

令和2年4月に区立小・中学校に入学する

新1年生と保護者の皆さんへ

区立小・中学校の
学校公開と説明会
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