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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

「品川区イズ」の総集編です。
全問正解目指して頑張ってください！

コロナ、疫病、退散！
◎難易度☆
この動物は、疫病を退散さ
せる不思議な動物です。名前は？
①アマビエ ②アマビコ
③姫魚（ひめうお）
④ヨゲンノトリ
出典：山梨県立博物館
⑤白澤（はくたく）
ニョキニョキ６つ。これは何？

写真の建築物(⇒全部で６棟ありま
す)は、何でしょう？場所は、JR 大井町駅のホ
テルアワーズイン阪急の前です。
①地下空調設備
②区の PR
モニュメント
③トイレ
◎難易度☆☆

1/18、大井競馬場の第 2 ﾚｰｽで珍しい名前
の牝馬（ひんば＝メス）が出走。３着となり、
話題となりました。次のどれ？馬主は「世の
中を明るくしたい」と語ります。
①カエルピョコピョコ
②アンドロメダザダゾ
③ナナナナナイロ
④オレハマッテルゼ
⑤スモモモモモモモモ
⑥ビックリシタナモー ◎難易度 ☆☆☆

ユーチューバー養成専門校開校
◎難易度
☆☆☆
小学生の将来の夢で人気職業の一
つでもあるユーチューバー（注）。区内に養
成専門校が 4/1 に開校。ﾌｧｯｼｮﾝや調理分野
等で複数の専門校を運営する会社バンタン
が設立。次のどこに開校した？
①大井町
②五反田 ③武蔵小山
④戸越銀座 ⑤大崎
◎難易度☆☆☆
注：「YouTube」など動画共有サイトに繰り
返し動画を投稿し、広告収入を得る人。
NHK 連続ﾃﾚﾋﾞ小説『ｴｰﾙ』志村けん

『ｴｰﾙ』
（昨年 11/27 最終回）で故志村けん
さんは、作曲家の小山田耕三役を演じました。
この人物のﾓﾃﾞﾙは、日本近代音楽の父･山田耕
筰（こうさく）。「赤トンボ」の作曲家として
も知られ、多くの名曲を生みました。次の区
立小学校の校歌のうち、山田耕筰が
作曲したのは、どこでしょうか。
①大井第一小学校 ②城南小学校
③浜川小学校
④鈴ヶ森小学校
⑤立会小学校
◎難易度☆☆☆

令和 3 年度 新入学の学校選択

子どもたちのｱｲﾃﾞｱを活かした公園
区は、「障害の有無に関わらず、皆が一
緒に遊べる公園づくり」のために子どもた
ちによる「公園づくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」を開催。
そのｱｲﾃﾞｨｱを活かして設計し、3 年度に工
事を実施します。この 公園は？
①大井坂下公園（南大井）
②大井水神公園（南大井）
③鈴ヶ森公園（南大井）
④しながわ区民公園（勝島）◎難易度☆☆☆

駅と駅の間隔、短いところは？

京浜急行や東急線には、駅間が短いと
ころが多い。次の駅間（営業キロ数）を短い順
に並べ替えて下さい。◎難易度☆☆☆☆
①品川~北品川 ②青物横丁~鮫洲
③鮫洲~立会川
④五反田~大崎広小路
（④のみ東急池上線）

品川区立学校は、学校選択制を実施し
ています。居住地の学区の学校以外を選択で
きます。中学校・義務教育学校（後期課程）
は区内のすべての学校を選択可能ですが、選
択理由（保護者ｱﾝｹｰﾄ）で一番多いのはどれで
しょうか。①学校が近く通学しやすい
②学校の教育活動に魅力がある
③友人関係による希望 ④クラブ活動の状況
◎難易度☆☆☆

◇小中学校の１学級の人数

品川区立小中学校・義務教育学校の次の学
年のうち 1 学級の人数の上限を 35 人にしてい
る学年は？
◎難易度☆☆☆☆
①小学校 1 年生 ②小学校２年生
③小学校３年生 ④小学校４年生
⑤７年生（中１）⑥８年生（中 2）
いかがでしたか？難問ばかり?？答えは
裏面にあります。「品川区イズ」は品川
ネタ満載で『しんじ新聞』に毎週掲載！

④ヨゲンノトリ。安政 4(1857)年
12 月、加賀国（今の石川県）白山
に現れた黒と白の頭が２つある不思議な
鳥。翌年に流行するコレラを予言し、「私
の姿を朝夕に拝めば難を逃れることができ
る」と言ったとされています。有名なアマ
ビエに続き、救世主として注目されてます
③トイレ。大井町駅前公衆便所。
1 棟に便器は１つずつ。1 棟はだ
れでもトイレ（車いす等利用可能）、残り 5
棟も洋式で男女どちらでも利用可能。化粧
台やおむつ台・オスメイト設置の棟も。
予算額：約 9,500 万円。
①大井坂下公園。ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ
（障害の有無や年齢、性別、人種
等に関わらず多くの人々
が利用しやすいように製
品や環境などをﾃﾞｻﾞｲﾝす
る考え方）の公園。
（⇒車いすで遊べる砂場）
④五反田~大崎広小路 300m：路
面電車などを除き都内の地上鉄道で最短駅
間。当初、五反田～大崎広小路間が未開通
で、大崎広小路駅が池上線の始終点でした。
後に現在の五反田駅が完成します⇒②青物
横丁~鮫洲 500m 隣の駅が見えます♪⇒①
品 川 ~ 北 品 川 700m ⇒ ③ 鮫 洲 ~ 立 会 川
800m

～あなたは何問正解できましたか？～

⑤ｽﾓﾓﾓﾓﾓﾓﾓﾓ。（ﾓが８つ）馬主は「ｽﾓﾓ」
としたかったのですが、既に登録済みで
「スモモも桃も桃のうち」からつけたそうです。
①ｶｴﾙﾋﾟｮｺﾋﾟｮｺは⑤が認められなかった場合の第
２候補。②ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞｻﾞﾀﾞｿﾞ（ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾀﾞ座だぞ！）
③は地方競馬、④⑥は中央競馬に実在します。

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６４

②五反田：西五反田に「バンタンクリエ
イターアカデミー」が開校。２～３年制
で、15～18 歳対象の高等部と 18 歳以上対象の
専門部の 2 部制（225 人）。現役ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰらから
撮影、配信等を学び、ﾕｰﾁｭｰﾌﾞ上に自分のﾁｬﾝﾈﾙを
開設し、再生回数が伸びる動画作りを学ぶ。
④鈴ヶ森小学校（南大井 4 丁目）。山田
耕筰は、明治 19（1886）年生まれ。幅
広いｼﾞｬﾝﾙの作曲をした。鈴ヶ森小は、第二次世
界大戦の空襲で校舎が全焼。その後、昭和 26
（1951）年 5 月新校舎落成。その際、地域の方々
が山田耕筰に校歌を依頼し、実現。11 月の校歌
発表会には、学校まで来てくれたそうです。「さ
わやかに、さわやかに♫」（歌詞の一部）
③友人関係による希望。小学校時代の友
との関係が強い傾向です。①②も多く、
小中学校共通です。中学校は④クラブが重要視
されています。また、学校選択制は、特に小学
校で選択しても入学できない例が多いという課
題があります。学区内就学人口増加の影響です。

☆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)。

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。

①小 1：35 人②小２：35 人③小３：40
人④小４：40 人⑤７年（中１）
：35 人 ⑥
８年（中 2）40 人☆国（文科省）の規定は、小 1
だけが 35 人学級で他は 40 人学級（⇒法律改正で
今年度から 5 年かけて全学年で「35 人学級」へ）。
品川区は小 1 が国基準で 35 人学級、小２と７
年（中 1）は都の特別措置で 35 人学級を実施。
来年の 4 年度から小 3 が 35 人学級となる。

。
9 問正解
…「品川区イズ王」 脱帽です！
6～8 問正解…かなりの品川通！ お見事！
3～5 問正解…好きです♪品川 これでもすごい！
0～2 問正解…品川勉強中
まだまだこれから！

☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下
さい！ 過去のクイズは、ＨＰで。

４階

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

