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　区内中小企業者が新製品・新技術等の開発で、技術力の向上、経営基盤強化に資する事業を行う場合、事業に要
する経費の一部を補助します。（補助対象者は審査の上決定します。）

■補助対象経費 �
平成31年（2019年）４月１日から平成33年（2021年）
２月28日までの期間中に補助対象事業に支出した経費
■補 助 率 �
補助対象経費の２分の１（上限100万円）
※�但し、ソフトウェア、システム技術開発のための直接人
件費については補助対象経費の４分の１（上限50万円）

■募 集 期 間 �
平成31年（2019年）４月１日（月）から６月28
日（金）まで

※補助金の申請には、要件があります。
※�詳細は、３月下旬に区ホームページにてご案内い
たします。

お問い合わせ 経済課 産業振興係　☎ 03-5803-1173

～新製品・新技術等の開発による経営基盤の強化をお考えの方へ～

新製品・新技術開発費補助事業平成 3 1 年度

平成31年度

　平成31年度に国・都・区等が実施予定の各種支援制度を
紹介する説明会を開催します。
　行政機関や支援機関の実施する補助金や各種支援制度の活
用を検討している企業の方はぜひご参加ください。
　また、説明会終了後、希望者を対象に名刺交換会を行います。

　　　　　平成31年　　月　　 日（月）
　　　　　午後２時～４時
　　　　　文京シビックセンター21階　会議室
　　　　　（文京区春日１－16－21）
　　　　　文京区内の中小企業・小規模事業者
　　　　　100人（申込順・申込は１社１名まで）
　　　　　無料

　区ホームページから申込書をダウンロードし、必
要事項を記入のうえ、FAXまたはメールでお申し込
みください。
※定員超過の場合のみご連絡いたします。

　名刺交換会では参加者の会社名、業種、氏名を記
載した「名刺交換会参加企業一覧」を名刺交換会参
加者に配付します。

日　時

会　場

対象者
定　員
費　用

申　込

その他

３ 25

経済課 産業振興係　☎ 03-5803-1173　FAX 03-5803-1936　b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp

中小企業・小規模事業者向け補助金等
支援制度説明会＆名刺交換会を実施します。
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区内中小企業の企業力向上を図るため、省エネや生産性向上につながる設備投資について補助を行います。

持続可能性向上支援補助金（省エネ設備）
対 象 者：�区内に主たる事業所（法人事業者は本店登

記も）を有し、申請時において、区内で１
年以上同一事業を営んでいる中小企業者

対象事業：�温室効果ガスと光熱水費の削減につながる
空調設備、照明設備等の改修

補助内容：改修費用の３分の２（上限50万円）
補助条件：�東京都地球温暖化防止活動推進センター

（クール・ネット東京）が実施する「省エ
ネ診断」を受診していること

募集期間：平成31年４月１日（月）～10月31日（木）
　　　　　予算額に達し次第、受付を終了します。

持続可能性向上支援補助金（生産性向上設備）
対 象 者：�区内に主たる事業所（法人事業者は本店登

記も）を有し、申請時において、区内で１
年以上同一事業を営んでいる中小企業者

対象事業：�生産性向上に資する機械、装置、器具、備
品等の設備の導入

補助内容：�改修費用の３分の２（上限50万円）
補助条件：�生産性向上特別措置法に基づいて「先端設

備等導入計画」を作成し、文京区の認定を
受けていること

募集期間：平成31年４月１日（月）より先着順
　　　　　予算額に達し次第、受付を終了します。

【お問い合わせ】　文京区 経済課 産業振興係　☎03-5803-1173

　中小企業の海外進出支援及び経営基盤の強化を目的として、各種認証取得に係る経費を補助します。
　なお、平成31年度より新たにISO22301、FDA認証、Ｐマークの取得及び各種ISO認証の更新に要する費用を補助
メニューに追加いたします。

募集期間 平成31年（2019年）４月１日（月）より先着順
予算額に達し次第、受付を終了します。

対 象 者
　区内に主たる事業所（法人事業者は本店登記も）を有し、申請時において１以上区内で事業を営んでいる
中小企業者

補助対象事業 補助額

・ISO9001（品質マネジメントシステム）
・ISO13485（医療機器の品質マネジメントシステム）
・ISO14001（環境マネジメントシステム）
・ISO22301（事業継続マネジメントシステム）
・ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）
・�CEマーク（欧州連合域等で販売される指定の製品に貼付が義務付
けられる適合基準マーク）
・�FDA認証（米国食品医薬品局による米国の医療機器登録証）

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額50万円
※�補助対象経費は、コンサルタント委託費、
審査登録費用等

・�Ｐマーク（個人情報保護マネジメントシステムへの適合マーク）
・各種ISO更新費用（上記ISOに限る）

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額30万円

中小企業の企業力向上を支援します！

補助対象
経　　費

各種認証の取得　平成31年（2019年）４月１日～平成33年（2021年）の２月28日までに支出した経費
ISO認証の更新　平成31年（2019年）４月１日～平成32年（2020年）の３月31日までに支出した経費

各種認証取得費補助金
～平成31年度から補助対象事業の拡充を行います～

LEVEL

UPしました
！
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【お問い合わせ先】　第一勧業信用組合 未来開発部 創業支援室　TEL：03-3358-9433

All Bunkyo企業人交流会を開催しました！
　平成31年１月22日に、文京区内の大企業・中小企業・個人事業主の勉強会＆交流会である「All Bunkyo企業
人交流会」を開催しました。この交流会は、昨年度まで実施していた文京区内企業CSR活動意見交換会をリニュー
アルし、区内企業のネットワークの強化や区内のさらなる産業振興を目的としています。
　今回は「SDGs（持続可能な開発目標）」をテーマに、３部制で実施しました。第１部では、エーザイ株式会社様、
NECネッツエスアイ株式会社様、大谷清運株式会社様からSDGsに関する取組みのご紹介をいただきました。第
２部では、参加者がグループごとに分かれ、SDGsに関するテーマについて意見交換を行いました。第３部では、
他の参加者と自由に交流できる、名
刺交換会を行いました。当日は、区
内企業を中心に18社・29名にご参
加いただき、とても盛況となりました。
　文京区では、今後ともAll Bunkyo
企業人交流会の開催の他、SDGsに
取り組む企業を支援していきます。

第１回文京区地域クラウド交流会を開催します‼
～つながる。広がる。うまれる。起業家の応援を通じて地域活性化～

　区内で起業する方をクラウドファンディングにより応援する交流会型のイベント（地域クラウド交流会）を開
催します。５人の起業家によるプレゼンテーションを聞いた後、参加者が応援したいプレゼンターに投票を行い、
参加費の一部がプレゼンターに賞品として提供されます。
　交流会の前にクラウド勉強会も開催します。

日　時１ 平成31年３月７日（木）
午後６時～午後６時45分（勉強会）／午後７時～午後９時（交流会）

場　所２ 文京区民センター　３―Ａ会議室（交流会）／３―Ｃ会議室（勉強会）

対　象４ 起業家、起業を目指す方、起業家を応援したい方、地域を活性化させたい方等、どなたでも参加可

定　員５ 勉強会：60名、交流会：200名

内　容３ ⑴クラウド勉強会（参加費：無料）
　内容： 70歳までいきいきと働きたい人のための働き方改革～働き方を変えるとあなたも地域も変わる～
　講師： サイボウズ株式会社 社長室 フェロー　野水　克也 氏
⑵地域クラウド交流会（参加費：1,000円）
　①アイスブレイク「大人の本気のラジオ体操第１」
　②起業家プレゼン＋クラウド交流タイム＋応援投票
　③「応援し隊」のご紹介・PR
　④応援投票結果発表、賞品授与式など
　　※ アフター交流会もあります（自由開催・自由参加　※会費別）
　　　 その日出会って意気投合したメンバーと文京区の街へくり出しましょう！

※ 事前の申し込みは不要です。名刺を２枚ご用意の上、当日直接会場へお越しください。
※ 参加される方は、ぜひFacebookイベントページで参加表明をお願いします！
　https://www.facebook.com/events/754328331584107/

▲成澤区長のあいさつ ▲第３部・交流の様子
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　2011年４月、文京区千駄木に「漬物専門店やなぎに桜」を構えました。それまで約20年勤めていた築地の
漬物問屋を退職し、自分の店を持ちたいと出店場所を探していた時、テレビで谷根千という場所を知りました。
夕焼けだんだんから見下ろす谷中銀座の風情、今では珍しくなった「魚屋」や「豆腐屋」といった専門店が健在
で、細い路地と路地をつなぐ人情もあり、こんな素敵な場所で自分も店を持ちたい！という思いで今の場所にた
どり着きました。
　やなぎに桜のPRのため、文京区報への掲載、CATVにも出演し、今でもテレビ局や雑誌社から取材依頼も受
けていますが、そんな折、「マンハッタンで行われているイベント（Japan fes）に参加しませんか？」という
お話をいただきました。他の出店者はラーメン屋・お好み焼き屋・うどん屋等の飲食店
が多く、漬物だけでは厳しいかと少し悩みましたが、参加したら楽しそう！と思い、参
加を決意し、行ってきました。結果として、私の予想は大きく裏切られ、イベントが終
わる３時間前には持参した漬物は全て売れてしまいました。アメリカの人々が漬物とい
う認識を持っていたかは不明ですが、その見た目や味を受け入れてくれた事は素直に嬉
しいですし、驚いています。
　いま、漬物屋はどんどん無くなってきており、漬物を知らない日本人も珍しくありま
せん。自分で漬物屋を立ち上げた背景には、今までお世話になった漬物業界への恩返し
がしたいという思いもありました。アメリカへの進出はまだまだ夢物語かもしれません
が、いつか実現し、日本の漬物の素晴らしさを世界に発信できたら、と考えています。

～ニューヨークJAPAN Fesへの出店～

区内のお店が海外でも
活躍しています‼
　平成23年度のチャレンジショップ支援事業で認定された
漬物専門店「やなぎに桜」さんが、ニューヨークで開催さ
れたJAPAN Fesへ出店されましたので、ご紹介します‼

中小企業の資金調達を力強くサポートします︕

東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金を借入する際に、「保証人」となることで、
資金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。信用保証協会ご利用のメリットをご紹介いたします。

■お問い合せ 東京信用保証協会 上野支店
台東区元浅草 2-6-7 マタイビル 5階
電話︓03-3847-3171

お客さまからの
直接のご相談も承っています。
お気軽にご来店ください。

１．無担保でご利用いただけます

２．ニーズに応じた資金調達をお手伝いいたします

３．さまざまな経営支援メニューをご利用いただけます

保証協会をご利用いただいた９割以上の方が無担保でのご利用です。また、原則として代表者以外の連帯
保証人も不要です。

事業目的や経営方針に合わせて、協会独自の保証制度のほか、文京区・東京都の「制度融資」をご利用
いただけます。短期資金から最長 20年の設備資金まで豊富なメニューをご用意しています。

信用保証による金融支援のほか、経営に関するご相談、ビジネスフェアや公開講座の開催など、経営支援に
も取り組んでいます。
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「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを開催します！

　不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを毎月２日間、開催します。イベントでは、伝統
工芸者による作品展示や、制作過程の実演がご覧いただけるほか、制作体験ができます。ぜひ、ご来館ください。

　　　　　不忍通りふれあい館１階（根津２-20-７）
　　　　　東京メトロ千代田線「根津」駅より徒歩２分または「千駄木駅」より徒歩10分
　　　　　午前10時～正午、午後１時～４時※

会　　場

開催時間

【平成31年４月～６月イベントスケジュール】
開催日 伝統工芸者（敬称略）・品目 制作体験内容・参加費

4/６（土）、７（日） ①三井　芳子（染織） 
②山越　けい子（衣裳人形）

①真綿と絹のコサージュ　1,500円 
②きめこみ箱　1,500円

5/18（土）、19（日） ①岡内　太郎（貴金属アクセサリー） 
②杉崎　信雄（バック・カバン製造）

①パールと銀線の指輪　2,000円 
②革製品小物入れ　1,000円

6/15（土）、16（日） ①小嶋　須美子（フラワーデザイナー） 
②高山　正巳（ガラス）

①花てまり　2,000円 
②ガラス彫刻　1,500円

※制作体験の内容及び時間帯は決まり次第、区ホームページにてご案内します。
※開催日程・内容は変更になることがあります。

文京区技能名匠者を認定しました平成30年度

　区内産業の振興と発展を図ることを目的として、区内に在住また
は在勤の方で、永く同一職業に従事し、物を造る技術が非常に優れ、
後進の指導及び育成に積極的な方を、「文京区技能名匠者」として
認定しています。
　審査会を経て、今年度は１名の方を認定しました。

▲認定式の様子（前列左から３番目が島村氏）

平成30年度　文京区技能名匠者
島村　幸夫 氏（製本）

風しん予防対策職場あなたの は をしていますか？
今、風しんにかかる患者のうち、働く年齢層の方が多くなっています。

最も心配なのは、妊婦を経由して、赤ちゃんが先天性風しん症候群になることです。

事業者の皆様へ
健康で安心な職場の環境整備のため、下記の対策をご検討ください。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/

１
　従業員が抗体検査や予防接種の
ために医療機関などの受診を希望
した場合には、ご配慮ください。

２
　入社時などに、予防接種の記録
の確認を本人に呼びかけるように
してください。

３
　職場での感染予防のため、風し
んにかかった人の休暇についてご
配慮ください。
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文京区今期の特徴点 平成30年10月～12月
調査時期　30年12月中旬
調査方法　面接聴取

　製造業の業況はやや持ち直していて、小売業の業況は悪化幅が大幅に縮小し、サービス業の業
況は横這いながら悪化幅が縮小しています。卸売業の業況は非常に大きく悪化し厳しさを強め、
不動産業の業況は非常に大きく減少し悪化に転じています。

【製造業】
前期 －9.3 　製造業の業況はやや持ち直しています。DI値は、文京区では2.4ポイ

ント増の－6.9、全都では２ポイント増の－１です。文京区の各項目をみ
ると、売上額は0.2ポイント増の－10.5と横這いで減少が一服していま
す。受注残は1.0ポイント増の－5.3と横這いとなっています。収益は1.1
ポイント減の－10.7と前期並みで減少幅が拡大しています。来期の業況
はやや厳しさが増すことが予測されます。売上高は減少幅がやや拡大し、
受注残は大きく落ち込み、収益はやや減少する見込みです。

今期 －6.9

来期 －9.3

【小売業】
前期 －18.8 　小売業の業況は悪化幅が大幅に縮小しています。DI値は、文京区では

16.3ポイント増の－2.5、全都では３ポイント増の－17です。文京区
の各項目をみると、売上額は3.4ポイント減の－11.4と減少幅がやや拡
大しています。収益は0.8ポイント減の－14.7と横這いで低迷していま
す。来期の業況は厳しさがやや増すことが予測されます。売上額は横這
いで、収益はやや改善する見込みです。

今期 －2.5

来期 －4.9

【サービス業】
前期 －0.6 　サービス業の業況は横這いながら悪化幅が縮小しています。DI値は、

文京区では0.4ポイント増の－0.2、全都では－４で変わらずです。文京
区の各項目をみると、売上額は1.8ポイント減の6.4と前期並みで増加傾
向が弱含みです。収益は4.6ポイント増の1.3とやや増加し水面下を脱し
ています。来期の業況は厳しさが増すことが予測されます。売上額は増
加幅がやや縮小し、収益は水面下に落ち込む見込みです。

今期 －0.2

来期 －6.3

【卸売業】
前期 36.3

今期 －1.6

来期 －0.3

【不動産業】
前期 24.2

今期 －3.8

来期 3.2

スポット君
景気予報

好調 普通 不調
製　造　業 20以上 19 ～ 10 9 ～ 0  －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31以下
小　売　業 10以上  9 ～ 0 －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31 ～－40 －41以下
サービス業 15以上 14 ～ 5  4 ～－5  －6 ～－15 －16 ～－25 －26 ～－35 －36以下
卸　売　業 20以上 19 ～ 10 9 ～ 0  －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31以上
不 動 産 業 10以上  9 ～ 0 －1 ～－10 －11 ～－20 －21 ～－30 －31 ～－40 －41以下

有効回答事業所数
製造業　　　70
小売業　　　29
サービス業　28
卸売業　　　20
不動産業　　15
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特別調査「2019年の経営見通し」
本調査結果の特徴
①2019年の景気見通しについては、「普通」が46.1％で１位、「やや悪い」が25.1％で２位、「やや良い」が17.4％で３位となっている。
②2019年の自社の業況見通しについては、「普通」が47.3％で１位、「やや悪い」が24.6％で２位、「やや良い」が15.0％で３位となっている。
③�2019年の売上額伸び率見通しについては、「変わらない」が49.1％で１位、「10％未満の増加」が18.6％で２位、「10％未満の減少」が18.0％で３
位となっている。

④�自社の業況が上向く転換点見通しについては、「業況改善の見通しは立たない」が37.7％で１位、「１年後」が16.8％で２位、「すでに上向いている」が
15.0％で３位となっている。

⑤�自社が最も影響を受けた自然災害や異常気象については、「特にない」が56.0％で１位、「台風・豪雨」が25.9％で２位、「猛暑」が12.7％で３位となっ
ている。また、受けた影響については、「影響は受けなかった」が51.2％で１位、「売上・受注の減少」が21.7％で２位、「仕入・調達・納期の遅れ」が
13.9％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社では、2019年の日本の景気をどのように見通していますか。� 単位：％

項目 全体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．非常に良い － － － － － － －
２．良い 1.8 1.5 － 3.4 － 10.0 －
３．やや良い 17.4 9.1 40.0 10.3 21.4 30.0 21.4
４．普通 46.1 47.0 40.0 34.5 46.4 40.0 78.6
５．やや悪い 25.1 25.8 20.0 41.4 25.0 20.0 －
６．悪い 9.6 16.7 － 10.3 7.1 － －
７．非常に悪い － － － － － － －

【問２】　貴社では、2019年の自社の業況（景気）をどのように見通していますか。� 単位：％
項目 全体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．非常に良い － － － － － － －
２．良い 4.2 4.5 － 3.4 7.1 10.0 －
３．やや良い 15.0 7.6 25.0 13.8 21.4 30.0 14.3
４．普通 47.3 42.4 55.0 44.8 42.9 50.0 71.4
５．やや悪い 24.6 30.3 20.0 24.1 25.0 10.0 14.3
６．悪い 9.0 15.2 － 13.8 3.6 － －
７．非常に悪い － － － － － － －

【問３】　2019年において貴社の売上額の伸び率は、2018年に比べておおよそどのくらいになると見通していますか。� 単位：％
項目 全体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．30％以上の増加 － － － － － － －
２．20～29％の増加 1.2 － － 3.4 3.6 － －
３．10～19％の増加 6.6 6.1 5.0 3.4 7.1 30.0 －
４．10％未満の増加 18.6 10.6 30.0 13.8 28.6 10.0 35.7
５．変わらない 49.1 53.0 50.0 51.7 39.3 50.0 42.9
６．10％未満の減少 18.0 21.2 10.0 24.1 17.9 － 14.3
７．10～19％の減少 5.4 7.6 5.0 3.4 3.6 － 7.1
８．20～29％の減少 1.2 1.5 － － － 10.0 －
９．30％以上の減少 － － － － － － －

【問４】　貴社では、自社の業況が上向く転換点をいつ頃になると見通していますか。� 単位：％
項目 全体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．すでに上向いている 15.0 10.6 30.0 10.3 21.4 30.0 －
２．6か月以内 7.8 7.6 15.0 6.9 7.1 － 7.1
３．1年後 16.8 19.7 10.0 10.3 10.7 20.0 35.7
４．2年後 11.4 10.6 10.0 10.3 7.1 20.0 21.4
５．3年後 5.4 6.1 15.0 － 3.6 10.0 －
６．3年超 6.0 3.0 － 3.4 21.4 － 7.1
７．業況改善の見通しは立たない 37.7 42.4 20.0 58.6 28.6 20.0 28.6

【問５】　2018年は、地震や台風などの自然災害が相次いだほか、豪雪・寒波や豪雨、猛暑といった異常気象も各地で発生しました。2018年の貴社の経営に
ついて、最も影響を受けた自然災害や異常気象を１～５の中から１つ選んでお答えください。また、受けた影響について、最も当てはまるものを６～
０の中から１つ選んでお答えください。� 単位：％

項目 全体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．地震・噴火 4.8 1.5 10.0 3.4 10.7 － 7.1
２．台風・豪雨 25.9 23.1 10.0 27.6 39.3 50.0 14.3
３．豪雪・寒波 0.6 － － 3.4 － － －
４．猛暑 12.7 9.2 － 31.0 10.7 10.0 14.3
５．特にない 56.0 66.2 80.0 34.5 39.3 40.0 64.3
６．売上・受注の減少 21.7 16.9 10.0 31.0 32.1 20.0 21.4
７．仕入・調達・納期の遅れ 13.9 10.8 10.0 17.2 17.9 40.0 －
８．店舗設備や工場等の損壊 6.0 4.6 5.0 6.9 7.1 － 14.3
９．影響は受けなかった 51.2 63.1 60.0 34.5 42.9 20.0 57.1
０．復旧需要など、むしろ好影響があった 4.8 4.6 － 6.9 － 20.0 7.1
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お買い物は文京区で !! 資源有効活用のため再生紙を使用しています
文京区印刷物番号 D0518009

区内商店街の空き店舗で創業される方等を、家賃補助や経営相談等によりサポートいたします。

❶区内商店街の空き店舗において創業する方
❷文京区創業支援セミナーを受講後に区内で創業する方
※�平成30年５月１日から平成31年４月30日までに創業
された方が対象になります。

１ 支援対象者
❶家賃補助
　�　店舗賃借料の２分の１（※月額50,000円を限度と
します。）×12か月分
❷経営相談及び指導
　�　中小企業診断士を３年間無料で派遣します。（※計10
回以内）
❸地域貢献事業補助　【平成31年度新設】
　�　チャレンジショップ認定者が、地域の魅力や価値の向
上につながるイベントの実施や新商品を開発した場合に
その経費を補助します。（※認定１件あたり上限額10万円）

３ 支援内容

上記３①②の申請：平成31年４月１日（月）～５月24日（金）
上記３③の申請：平成31年４月１日（月）から翌年２月末まで
※支援対象者は審査の上決定します。

４ 募集期間

❶�飲食業、小売業、サービス業等来街者の増加を促進する
事業
❷�子育て支援、高齢者支援等地域住民の生活の利便性の向
上を図る事業
❸その他区長が地域の活性化に資すると認めた事業

２ 支援対象事業

平成30年度チャレンジショップ認定店舗のご紹介

とうきょう子育て研究舎

無料相談・無料体験も行っております。お子様の子育てに不安を感じている保護者の皆様。是非、ご相談ください。

平成31年度チャレンジショップ支援事業のご案内
区内で創業する方を応援します！

【担当・お問い合わせ】経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173

●自立支援教室  
　就学前のお子さんの発達に不安を感じている方はいらっしゃ
いませんか？
　運動・表現・制作・感触・総合の５分野に分け、小集団での
遊びを中心に、集団生活で必要な、協調性や想像力、思考力、
忍耐力などの社会性を育むことを目標とした幼児教室です。
　また、基本的生活習慣といわれる、排泄、着脱も遊びを通し
て、無理なく自立へと導きます。
　ABA指導プログラムをもとに、保育士歴30年、園長経験もある代表が指導責任者を務めます。

●登校支援教室  
　登校渋りのお子さんをお持ちのご家庭はいませんでしょうか。
　家庭訪問を通じて、第三者との接触の機会を常に持ち、その間に学習で遅れをとったところを重点的にカバーいた
します。
　学習ペースなどに関しては、保護者とご相談の上進めさせていただきます。教科書を重点的とした授業スタイルに
加え、学習の進捗を確認するテストも行います。
　学習時間以外にも一緒に遊んだり会話をしたりする時間を設け、コミュニケーション能力や人間関係の構築訓練を
いたします。
　中学・高校の教員免許を持ち、実際に不登校児専門の家庭教師や教師経験のあるスタッフが指導致します。

●出口塾  
　論理エンジン開発者出口汪直営塾がここ白山で開講します。
　２才～小４までが対象で体験入塾申込み受付中です。お気軽にお問合せ下さい。

私たちとうきょう子育て研究舎は
今までにない教育を実践しています。

▲飛田野美幸代表
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