☆☆品川区イズ 560☆☆
◇2021 年度 都立高校入試

No.

560

2020 年

９月

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

品川区内にある都立高校は、大崎高校、小
山台高校、八潮高校です。2021 年度の一般
入試問題は、コロナによる中学校の臨時休業
を考慮して、出題範囲が一部除外されます。
次のうち範囲から除外されるものは？
①国語：中学 3 年生の教科書で学習する漢字
②英語：関係代名詞のうち、主格の
that、which、who 及び目的格の
that、which の制限的用法
③数学：「三平方の定理」
④理科：「太陽系と恒星」
⑤社会：「国民の生活と政府の役割」
◎難易度 ☆☆☆☆

ちょっとした話ながわ
◇23 区 都市特性ランキング
森記念財団都市戦略研究所（東
京・港。森ビルのｼﾝｸﾀﾝｸ）は、9/3、
都市力をランキング評価した「日本
の都市特性評価 2020」を発表した
（研究所 HP で見られます）。23 区
では、千代田区が 3 年連続で首位と
なった。調査は、①経済・ﾋﾞｼﾞﾈｽ
②研究・開発③文化・交流④生活・
居住⑤環境⑥交通・ｱｸｾｽの 6 分野、
計 83 の項目を指数化し、合計点で
順位付けした。
首位の千代田区は６
分野のうち経済・ﾋﾞｼﾞ ➚

➚ﾈｽや交通・ｱｸｾｽ等 3 分野で首位
となり、総合でも首位をｷｰﾌﾟ。台
東区は前年の 9 位から 8 位へ。
新規住宅供給の多さなどが寄与
した。豊島区も 11 位から 10 位
へ。空き家率の低下や行楽・観光
目的の訪問の多さなどでスコア
を伸ばした。
品川区は、8 位から 9 位に。
①経済・ﾋﾞｼﾞﾈｽ 6 位、②研究・
開発 12 位、③文化・交流 11 位、
④生活・居住 13 位、⑤環境 11
位、⑥交通・ｱｸｾｽ 5 位 という
評価でした。

ズ
◇渋谷区 年越しｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ中止
渋谷区は、毎年大みそかの深夜から年
開けにかけて渋谷駅周辺で行ってきた年
越しカウントダウンイベントの開催を今
年中止すると発表した。長谷部区長が
9 日、区議会本会議で明らかにした。
区と地元商店街でつくる実行員会では、4 年
前から駅周辺で年越しイベントを開いてきた。
スクランブル交差点でや道玄坂などの交通が規
制されて、毎年 10 万人以上が集まっていた。
☆多くの課題がありました。参考：9/11 朝日新聞

順位

区

スコア

１ 千代田
1412
２
港
1394
３
中央
1261
４
新宿
1156
５
渋谷
1142
６
文京
1115
７
江東
1007
８
台東
971
９
品川
959
10
豊島
935
参考：9/4 日経、
研究所ＨＰ他

◇幼児の歩数 最大 6 割減少

花王と順天堂大は 9/5 までに、新型ｺﾛﾅ
ｳｲﾙｽ感染拡大に伴う緊急事態宣言中に幼児
の 1 日当たりの歩数が平常時より最大 6 割
減少していたとの調査結果を発表した。外出自
粛で自宅にいる時間が増えたことが要因とみ
ている。３~5 歳児の緊急事態宣言中の平均歩
数は 6702 歩だった。平常時は平均 8238~1
万 5278 歩歩いており２~6 割減少したことに
なる。幼稚園などに通園しなかったことが影響
した。参考：9/5 日経☆ｺﾛﾅの影響がここでも

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！

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。
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

しがらみのない無所属

※議会開催中は、区政報告配布の
時間を変更したり、お休みしたり
します。ご了承下さい。
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)。

◇インターン生が頑張りました！
高橋しんじ事務所では、今年も大学生がイン
ターンシップ（注）を体験しました（＝インタ
ーン生といいます）。区議会議員の仕事を通じ
て、政治と社会とのつながり、社会に対する知
識を養い、社会への関心を高める事を目的とし
ています。毎年数名を受け入れています。
今年は、大学生１年生男子 1 名受け入れ。
期間：８・９月の２ヶ月間
インターン生への報酬：無報酬
対象：政治・社会に興味を持っている学生。
※政治家志望でなくて OK です。
活動内容：区議会の傍聴、地域活動、区関係
施設の見学、区政報告配布、広報活
動、社会人マナー講習、政策勉強会、
政策立案業務、事務的業務など。
注 インターンシップ：学生が一定期間、民間
企業や官庁などで研修生として無報酬で「就
業体験」を行うこと。大学 3、４年生だと就
職活動の一環で経験することがあります。

令和２年 第３回定例会
会期：9/17～10/22
・９/17、18、10/22 本会議
・９/23～28
常任委員会等
☆10/２～16
決算特別委員会
令和元年度の歳出歳入を審議。
連日約７時間の会議です（！）
☆区議会本会議・委員会傍聴、駅頭での区政報告
配布、区立学校・公園など区の施設見学等、積極
的に取り組んでくれました。しかし、コロナの影響
で、身近な区や地域の行事はほとんど開催されな
かったので見学できず、とても残念でした。10 代
の若者が政治や社会の仕組みに興味を持ってく
れるように、今後も受け入れを続けて参ります。
関係者の皆様ご協力ありがとうございました。

⇧鮫洲運動公園（東大井 1 丁目）は、小学生のｱｲ

ﾃﾞｨｱを活かして設計され、改修されました。区
の公園課長に経緯を伺い、公園を見学しました。

⇧品川学園・鈴ヶ森小・浜川小等で校長先生にお話

防災体験館（区役
所内）で消火体験

議会の傍聴券です

を伺い、授業の様子など校内を見学しました。

⇧駅頭での区政報告配布。毎週お読み頂

いている方のご自宅へ新聞をお届け。
クイズの答え:①~⑤すべて。この他に
も除外される範囲があります。詳細は、
月・水 ＪＲ大井町駅前
東京都教育委員会 HP で。なお、私立
火 京急青物横丁駅前
高校は、「都立高校の出題に合わせる」
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
学校もあれば、
「例年通り」という学校
◎議会等の事情で変更する場合があります。
金 京急立会川駅前
もあります。志望校の出題範囲を確認
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
☆各 7:00-9:30 頃
して下さい。受験生は大変不安です。
中学校での丁寧な指導を要望します。

朝、駅前にいます！

