☆☆ 品川区イズ 516 ☆☆
◇三菱鉛筆株式会社（東大井５丁目）

No.

鉛筆の uni で有名な三菱鉛筆株式会社本社
は、大井町駅近くの東大井 5 丁目にあります。
次のうちこの企業に関することで誤ってい
つものを選んで下さい。複数あります。

516

2019 年

８月

①三菱財閥グループの一員である。
②日本で初めて鉛筆の工業生産を始めた。
③現在、鉛筆事業は、売り上げの 50％。
④化粧品も生産している。

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ

◎難易度☆☆☆

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

ちょっとした話ながわ
◇参議院選挙 区内投票所別投票率
・参議院選挙

東京選挙区選挙

品川区投票率

51.43％

（前回：平成 28 年 57.63％）
※全国では、48.80％（前回 54.70％）
過去最低の 44.52%(1995 年)に次ぐ低
投票率でした。
☆投票所別の投票率は、下記の通りです。
議会、区役所、選挙管理委員会他、
様々な方法で投票率アップの取り組
みが必要です。私もがんばります！

≪大井どんたく 8/24（土）、25（日）≫

今年で 65 回目。
ダンスコンテスト、
品川プロレス、区内大
使館・領事館協力によ
る国際色豊かな料理や
物産販売、盆踊り、ミ
ュージックフェス、消
防車体験乗車、子ども
向けプールなど盛りだくさん。
詳細は、ポスター、HP などで。
開催場所：大井町駅前西口通り

投票率の高い投票所ﾍﾞｽﾄ 10
投票所（投票所の住所）
投票率％
こみゅにてぃぷらざ八潮
57.86
（八潮 5 丁目）
５
２ 私立明晴学園（同）
57.19
３ 御殿山小学校（北品川 5 丁目）
56.21
４ 延山小学校（西中延２丁目）
55.10
５ ｳｴﾙｶﾑｾﾝﾀｰ原（西大井 2 丁目）
54.58
６ 山中小学校（大井 3 丁目）
54.27
７ 伊藤学園（大井 5 丁目）
54.02
８ 戸越小学校（豊町２丁目）
53.97
９ 小山台小学校（小山台 1 丁目）
53.90
10 中延小学校（中延１丁目）
53.75
１

投票率の低い投票所
投票所（投票所の住所）
投票率％
１ 第一日野小学校
44.74
（西五反田 6 丁目）
２ 鈴ヶ森小学校（南大井４丁目）
45.47
３ 日野学園（東五反田２丁目）
47.20
４ 鈴ヶ森中学校（南大井２丁目）
47.84
５ 品川学園（北品川３丁目）
48.20
6
第三日野小学校（上大崎１丁目）
48.60
７ 台場小学校（東品川１丁目）
49.49
８ 城南小学校（南品川２丁目）
49.66
９ 上神明小学校（二葉２丁目）
49.90
10 後地小学校（小山２丁目）
49.94

品川区全体では、51.43％ ※投票所 43 ヶ所

高 橋しんじ 事 務所
品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 品川区 高橋しんじ
検索

☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。

高橋しんじプロフィール
平成３１年 4 月 6,205．403 票（１位）の
ご支持を頂き、現在４期目。若草幼稚園、品川区
立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早大（政経学部
政治学科 専攻は地方行政）・同大学院博士課
程で学ぶ。東大研究員、塾などを経て、教師（早
実高、都立日比谷高・青山高・大森高）。軟式
野球ルーキーズ監督。平成 19 年初当選（2541
票）、平成 23 年 5232 票（１位）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 位）。『議員力検定１級』
合格☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない 無所属

ズ
◇大阪市 学力テスト低迷 知事が賞与返上
発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６４

区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

全国学力調査（全国学力ﾃｽﾄ）の大阪市の平均
正答率が、小学校国語で全国 20 の政令指定都市
の最下位になったことを受け、前市長の吉村洋
文・大阪府知事は 7/31、今夏のﾎﾞｰﾅｽ（70 万 8,624
円）を全額返上する意向を示した。大阪府外の自
然災害の被災地に直接寄付する意向。市長だった
昨年 8 月、次に最下位になれば返上すると明言し
ていた。
参考：8/1 朝日新聞他

7/31、文部科学省は結果を発表しまし
た。中 3 で初めて出題された英語の一部を
ご報告します。
◇「聞く・読む・書く・話す」の 4 技能の
うち「書く・話す」の平均正答率が 5 割未
満だったが、地域ごとのばらつきはそれほど
大きくなかった。
「書く」では、与えられた選択肢の中から
適切な接続詞を選ぶ問題の正答率がそれぞ
れ 80.2％(下記①)、59.2％（②）。一方、会
話の流れから動詞を過去形にすることを短
答で求められた問題は 29.8％、25 語以上で
自分の考えを書く問題は 1.9％だった。
【中 3 の出題から】
９ 次の①②について、（ ）の中に入れる
のに最も適切な語を、それぞれ選べ。
①Let‘ｓ play tennis tomorrow
(
) it‘ｓ sunny.
１．and

２．if

【答え】①２ if（もし） ②3 but（しかし）
※②４の because（なぜなら）とした生徒
も 35.1％に達した。
鳥飼玖美子（立教大学名誉教授）氏
「②の問題の正答率は高いと言えず、大きな
課題がある。接続詞は、文の論理的なつなが
りを表す。つながりを理解する力は『聞く・
読む・書く・話す』の 4 技能すべてに必要
となる、中学英語で最も大切な基礎。こうし
た基礎力を問う出題がもっと必要」
参考：8/1 朝日新聞、産経新聞他
☆詳細は、文部科学省㏋等をご覧下さい。都
道府県・政令市別ﾗﾝｷﾝｸﾞは、各新聞等で。
☆23 区別の正答率は、一般向けには公表され
ませんが、品川区教育委員会は、結果を十
分に分析して、今後の授業改善を進めるよう
要望していきます。

３．but 4.or

②Ⅰsaw a friend of mine at the station,
(
) Ⅰ had no time to talk to him.
１．if

２．or 3.but

4.because

キーワード

全国学力テスト
実施：4 月
対象：国公立私立計約３万校
児童生徒 217 万人（小 6・中 3）
教科：国語・算数（数学）、英語（今年から）

※東京都はすべての科目で平均以上

クイズの答え: ①関係はない。「三菱」
マーク（創業者眞崎家の家紋を図案化）
と「三菱」という商標は、1903（明治
36）年に商標登録されました。三菱財 ◎『区政報告』をお配りしています。
閥の商標登録に先立つこと 15 年。③売 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
り上げの 7％に過ぎない。
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆各 7:00-9:30 頃

