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意欲と自信を育てる

0歳

幼保小中を一貫した教育が始まりました
　「自ら学び、心豊かに、たくましく生きる」草加っ子の実現を目指し、市内の幼稚園・保育園・認定
こども園、小学校と中学校が家庭や地域とも連携して、「0歳から15歳までの
『学び』『心』を結ぶ幼保小中を一貫した教育」を実施します。
 

●保護者向け「親の学習」講座では、
就学や進学に向けて、準備して 
おくことや子どもとの関わり方等
について保護者同士で考える機会
を提供することで、家庭教育を
支援しています。

＜保護者向け「親の学習」講座＞

●中学生向け「親の学習」講座では、
将来親になる中学生に向けて、親
子関係や家族とのつながりを考え
る機会を提供することで、家庭教育
を支援しています。

＜中学生向け「親の学習」講座＞

●園児は小学校生活に見通しを
もつことができます。
●小学生は思いやりの気持ちを
はぐくむことができます。

＜交流給食＞
●園児は入学への期待をもつこと
ができます。
●小学生は自分の成長に気付く 
ことができます。

＜小学生と園児との交流・授業＞

家庭・地域

小・中学校
幼稚園・保育園・認定こども園

乳幼児期の生活や遊びを
通してはぐくまれた力を
様々な交流・連携の取組に
よって小学校以降の生活や
学習につないでいきます。

●子育て講演会は年３回、乳幼児期、
小学校入学前後、思春期それぞれ
の時期の子育てをテーマに開催し
ています。子育ての専門家を講師
に迎え、子どもとの関わり方や生活
習慣についての講演を行います。
また、グループトークの時間も設け
ています。

＜子育て講演会＞

●小学生は中学校入学前に、中学校
の先生と関わることで、中学校 
生活への不安の軽減につながります。

＜中学校教員が小学校で授業を
する乗り入れ授業＞

●小学生は中学生に憧れや期待を
もちます。
●中学生は自己肯定感や自己有用感
をはぐくむことができます。

＜合唱交流＞

15歳

【草加市制60周年記念 子育て講演会開催予定】

意欲と自信を育てる

　※お申込み方法や詳細は、webページをご覧ください。

①６月１７日（日）
「乳幼児期の子育て」
（埼玉大学 志村洋子先生）
http://www.kokuchpro.com/event/H30kosodate1/

②７月 １ 日（日）
「思春期の子育て」
（立教大学 大石幸二先生）
http://www.kokuchpro.com/event/H30kosodate2/

③１０月６日（土）
「小学校入学前後の子育て」
（文教大学 成田奈緒子先生）
http://www.kokuchpro.com/event/H30kosodate3/
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平成３０年度 教育費予算
　第二次草加市教育振興基本計画「笑顔かがやく草加教育プラン」のもと、子どもたちに必要な「生きる力」をはぐくむ施策を
さらに推進するために必要な予算を編成しました。概要については、次のとおりです。

★教育総務費…教育委員会運営費、学校教育補助員・ＡＬＴ（語学指導助手）等の配置、学力向上や
子ども教育の連携への取組、入学準備金・奨学資金の貸付など

★小学校費……小学校施設における維持管理や施設整備の経費、学校給食の運営、ＩＣＴ教育環境
の整備、学校図書館蔵書整備、就学援助など

★中学校費……中学校施設における維持管理や施設整備の経費、学校給食の運営、ＩＣＴ教育環境
の整備、学校図書館蔵書整備、就学援助など

★社会教育費…公民館や図書館等の維持管理の経費、文化財の保護、そうか市民大学や大学公開
講座の開催など生涯学習に関する経費など

児童生徒数１人当たりの予算額　⇒　２０万８，６５５円
（学校教育に直接的に関わる予算のみ）

平成３０年度草加市教育費予算　５６億５，５８５万円

き み の 英 語 力 を 試 そ う

　　グローバル社会にはばたく
草加っ子に英語検定３級検定料を補助します。

英語検定取得推進
事業

１　試 験 日　平成30年10月５日（金）
２　会　　場　在学している各中学校等
３　対　　象　市立中学校第３学年生徒
４　受 検 級　準２級・３級・４級【各中学校】
　　　　　　　1級・準1級・2級【指定された会場】
５　検 定 料　３級検定料3,400円を上限に補助します。
６　２次試験　平成30年11月11日（日）
　　　　　　　【指定された会場】

英語検定１次試験

開催「いじめ撲滅サミット」

平成30年８月17日（金） 午後１時30分から午後４時30分まで
中央公民館　ホール
「いじめ撲滅」に向けた各種発表
市立小中学校児童生徒、市立小中学校教職員、
ＰＴＡ、地域保護者

　児童生徒が安心して学校生活を送ることができるように、学校・家庭・地域がいじめに対する
関心を高め、防止していこうとする態度や意識をもつことを目的として開催します。

日時
場所
内容
対象

「草加っ子」元気カード
ひとりで悩まず相談しよう

受付時間
平日　午前９時～午後５時

草加市教育委員会　
　　いじめ等の悩み相談

フリーダイヤル

　０１２０－３ ８ ４ ７ ８ ３
　０１２０－８６－３１９２（午後５時以降）※埼玉県教育委員会

　　　　　　　　　

さあ   はな  して 　 な    　や  　 み

よい子の電話教育相談

市立小中学生全員に配布
フリーダイヤル

「草加っ子」元気カード
いつでも誰でも安心していじめ等の
悩みについて電話相談ができます。

いじめ等相談アプリ「ＳＴＯＰｉｔ」
　誰にも相談できずに悩んでいる子どもの声を受け取る
こと、また、少しでも相談しやすい環境を整えることが
いじめの早期発見や事案対処につながります。
　そこで、いじめ防止対策として、まず中学１年生を
対象に、スマートフォンなどから生徒が匿名で
通報や相談ができるアプリを導入します。

平成３０年度の主要事業

　市独自の学力・学習状況調査を実施し、その
結果を分析・活用することで、指導法の工夫・
改善を図るとともに、学力向上推進校への学
力向上推進補助員の配置等により、児童生徒
の学習に対する支援の充実を図ります。

学力向上への取組
　平成３０年度で市内の全小中学校に
タブレット端末、電子黒板の整備を完了
させるとともに、引き続きＩＣＴ支援員を
配置するなど、個別学習、グループ学習等に
対応できる学習環境を整備します。

ＩＣＴによる教育環境の整備
　全ての中学校区で、幼保小中を一貫した教育
を実施します。
　また、各園・各校が１５年間を見通した
保育・教育を十分に実践できるよう、「子ども
教育プログラム」などを改定します。

子ども教育連携の推進

〈小中学校合同授業〉

　国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加
松原」を未来へ継承する風景として適切に
保存するとともに、その価値を高めていく
ために整備計画を策定します。

国指定名勝「おくのほそ道の
風景地　草加松原」保存活用

〈国指定名勝記念碑〉

　ＡＬＴ（語学指導助手）を増員し、英語
教育・国際理解教育の推進を図ります。
　また、児童生徒が中学校を卒業するまで
に英語検定試験３級を取得できるよう支援
します。

英語教育の充実

〈ＡＬＴによる授業〉

　障がいを抱える児童生徒の多様化する
教育的ニーズに対応できるように、幼保
小中の各施設や特別支援学校等と連携を
深めるなど、支援体制の整備・充実を図り
ます。

特別支援教育体制の拡充

　中学１年生を対象に、いじめの予防や
解決方法を話し合い、考える授業を行う
とともに、スマートフォン等から生徒が
匿名で通報や相談ができる対話型アプリ
を導入します。　

いじめ防止対策の推進

　トイレ環境を改善するため、小学校９校
の改修工事を行い、次年度以降の改修工事に
向けて、小中学校９校の実施設計を行いま
す。

学校トイレの改修
　学校体育館の非構造部材（バスケット
ゴール等）について、小学校10校の耐震化
工事を行い、次年度以降の耐震工事に向けて、
小学校７校の実施設計を行います。

学校体育館の非構造部材の耐震化

学校教育 子ども教育連携

社会教育

学校施設整備

教育総務費
14億

5,094万円

小学校費
23億

8,049万円

中学校費
11億

7,766万円

社会教育費
6億

4,676万円

教育費
56億5,585万円
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☆平成29年度 学校総合体育
　大会県大会（入賞者）
【陸上競技】
　女子　８００ｍ走
　１位　　深井　響　（川柳中）
【水　泳】
　男子　１５００ｍ自由形
　１位　　庭野　直樹（新田中）
　男子　４００ｍ個人メドレー
　５位　　髙橋　和真（瀬崎中）
　男子　２００ｍ個人メドレー
　３位　　髙橋　和真（瀬崎中）
　男子　５０ｍ自由形
　７位　　大西　　黎（新田中）
　女子　１００ｍ背泳ぎ
　６位　　佐藤　　優（青柳中）
　女子　２００ｍ背泳ぎ
　３位　　佐藤　　優（青柳中）
【体操競技】
　男子団体総合
　１位　栄中学校
　（平松・佐藤・緒方・山﨑）
　個人総合
　１位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別ゆか
　２位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別あん馬
　１位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別跳馬
　３位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別鉄棒
　２位　　平松　航河（栄中）
【新体操競技】
　女子　団体
　２位　瀬崎中学校
　（染宮・安東・葛西・沖山・古俣・二本柳）
【相　撲】
　男子　個人
　２位　　今泉　　敦（川柳中）
【柔　道】
　女子　個人４８ｋｇ級
　３位　　佐藤　颯姫（谷塚中）
【バレー】
　女子
　６位　草加中学校
☆平成29年度 通信陸上県大会（入賞者）
　女子４×１００ｍリレー
　７位　草加中学校
　（鈴木・八巻・佐藤・大西）
☆平成29年度 新人体育大会兼県民総合
　体育大会県大会（入賞者）
【陸上競技】
　女子　８００ｍ走
　５位　　小川　陽香（草加中）
　女子　走幅跳
　２位　　海藤　夏姫（川柳中）
　女子　４×１００ｍリレー
　３位　草加中学校
　（松浦・八巻・佐藤・松枝）

　男子　１１０ｍハードル
　５位　　黛　　渓太（栄中）
　男子　走高跳
　１位　　角田　リコ（川柳中）
　男子　走幅跳
　２位　　大野　滉平（草加中）
　男子　砲丸投
　７位　　吉冨　　樹（川柳中）
【水　泳】
　男子　５０ｍ自由形
　６位　　石黒　　快（両新田中）
　男子　４００ｍ自由形
　２位　　庭野　直樹（新田中）
　男子　２００ｍバタフライ
　７位　　福田　航生（川柳中）
【体　操】
　男子団体総合
　１位　栄中学校
　（土屋・栗原・渡辺・山﨑）
　男子個人総合
　３位　　栗原　優太（栄中）
　男子個人総合
　４位　　土屋　遼佑（栄中）
　男子個人総合
　４位　　山﨑　真颯（栄中）
　男子個人種目別　跳馬
　２位　　山﨑　真颯（栄中）
　男子個人種目別　跳馬
　３位　　栗原　優太（栄中）
　男子個人種目別　鉄棒
　３位　　土屋　遼佑（栄中）
【新体操】
　団　体
　４位　瀬崎中学校
　（安東・葛西・沖山・古俣・二本柳）
　個人フープ
　６位　安東　真愛（瀬崎中）
【柔　道】
　女子　個人４８ｋｇ級
　３位　佐藤　颯姫（谷塚中）
【野球】
　１位　草加中学校
【バスケットボール】
　男　子
　７位　新栄中学校
【ソフトボール】
　女　子
　ベスト８　瀬崎中学校
【バドミントン】
　女　子
　ベスト８　草加中学校
☆平成29年度　学校総合体育
　大会関東大会（出場者）
【陸上競技】
　女子　８００ｍ走
　出場　　深井　　響（川柳中）
【水泳競技】
　男子　２００ｍ個人メドレー
　７位　　髙橋　和真（瀬崎中）

　男子　　５０ｍ自由形
　出場　　大西　　黎（新田中）
　女子　２００ｍ背泳ぎ
　出場　　佐藤　　優（青柳中）
　男子　４００ｍ個人メドレー
　出場　　髙橋　和真（瀬崎中）
【体操競技】
　男子団体総合
　１位　栄中学校
　（平松・佐藤・緒方・山﨑・土屋・栗原）
　個人総合
　２位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別ゆか
　１位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別ゆか
　４位　　山﨑　真颯（栄中）
　個人種目別あん馬
　２位　　平松　航河（栄中）
　個人種目別鉄棒
　３位　　平松　航河（栄中）
【新体操競技】
　女子　団体
　７位　瀬崎中学校
　（染宮・安東・葛西・沖山・古俣・二本柳）
【相　撲】
　男子　個人
　出場　　今泉　　敦（川柳中）
☆平成29年度　学校総合体育
　大会全国大会（出場者）
【水　泳】
　男子　１５００ｍ自由形
　出場　　庭野　直樹（新田中）
【体操競技】
　男子団体総合
　１位　栄中学校
　（平松・佐藤・緒方・山﨑・土屋・栗原）
　男子個人総合
　３位　　平松　航河（栄中）
　男子個人種目別ゆか
　１位　　平松　航河（栄中）
　男子個人種目別跳馬
　１位　　平松　航河（栄中）
　男子個人種目別鉄棒
　１位　　平松　航河（栄中）
　男子個人種目別鉄棒
　５位　　佐藤　　深（栄中）
【相　撲】
　男子
　個人　　今泉　　敦（川柳中）
☆埼玉県中学校駅伝２０１７
　第８５回埼玉県駅伝競走大会中学校の部
　第２５回全国中学校駅伝大会埼玉県予選
【駅　伝】
　女子の部
　４位　草加中学校
　（市村・下園・豊田・野口・小川・髙橋・
　外塚・平村）
　女子の部　区間賞　第５区
　１位　　小川　陽香（草加中）

☆平成29年度 第26回
　関東中学校駅伝競走大会
　女子の部
　出場　草加中学校
☆文部科学大臣杯第９回
　全日本少年春季軟式野球大会
　出場　草加中学校
☆平成29年度　第５８回
　埼玉県吹奏楽コンクール
　埼玉県大会
　中学校部門Ａの部
　金賞　谷塚中学校
　中学校部門Ａの部
　金賞　青柳中学校
☆平成29年度　第２３回
　西関東吹奏楽コンクール
　中学校部門Ａの部
　金賞　谷塚中学校
　中学校部門Ａの部
　金賞　青柳中学校
☆平成29年度　第４１回
　埼玉県アンサンブルコンテスト
　埼玉県大会
　金賞　谷塚中（打楽器８重奏）
　金賞　青柳中（打楽器８重奏）
　金賞　新栄中（クラリネット５重奏）
☆平成29年度　第２３回
　西関東アンサンブルコンテスト
　金賞　谷塚中（打楽器８重奏）
　金賞　青柳中（打楽器８重奏）　
　銀賞　新栄中（クラリネット５重奏）
☆平成29年度　第６５回
　ＴＢＳこども音楽コンクール
　東日本優秀演奏者発表会
　中学校　合奏第１部門
　最優秀賞　谷塚中（筝曲部）
☆平成29年度　第６５回
　ＴＢＳこども音楽コンクール
　文部科学大臣賞選考会
　中学校　合奏第１部門
　全国７位　谷塚中（筝曲部）
☆第16回ジュニア
　打楽器アンサンブルコンクール
　全国大会
　優秀賞　青柳中（打楽器８重奏）
☆ルディメンツジャパン
　アンサンブルコンクール
　全国大会
　グランプリ賞　青柳中（打楽器８重奏）
☆平成29年度
　埼玉県読書感想文コンクール
　小学校高学年自由読書の部
　最優秀賞　
　西塚　はる（新田小５年生）
☆第63回青少年読書感想文
　全国コンクール
　入選
　西塚　はる（新田小５年生）

草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍 平成29年度

土曜授業を実施しています！
　振替休日を設けない「土曜授業」を年間5回実施し、また、夏季休業日を
３日間短縮しています。

１　目的
⑴　授業時数のより十分な確保を図ります。
⑵　土曜日等における児童生徒の有意義な過ごし方を支援します。
⑶　開かれた学校づくりをより一層推進します。

２　期待される効果
⑴　授業時数を増やし、教育課程にゆとりをもたせて学力の
向上につなげることができます。
⑵　子どもと向き合う時間や場を増やすことができ、教員と
児童生徒との信頼関係を深め、児童生徒がより一層安心して、
学校生活を送ることができます。
⑶　学校・家庭・地域が一体となった体験活動や公開授業が
実施しやすくなり、学習活動を広げることができることから、
より一層連携を深めることができます。

３　実施内容・実施方法
⑴　土曜授業の名称は、「草加サタデースクール」とします。
⑵　土曜授業を年間で５回（原則として６・７・９・１１・１月
の第２土曜日の半日）実施します。
　　※平成３０年度は、原則として次の日程です。
　　　６月９日（土）・７月１４日（土）・９月８日（土）・
　　　１１月１０日（土）・１月１２日（土）
⑶　土曜授業は通常授業を行います。ただし、次の事項も含む
ものとします。
　①　保護者・地域との連携協力による体験活動及び学校行事 
　②　保護者・地域への公開授業
　③　児童生徒の習熟の程度に応じた補充・発展的学習

⑷　夏季休業日を８月末から３日間（土日を含まず）短縮し、その最初の日を始業日
とします。

　①　平成３０年度は、８月２９日（水）が始業日となります。
　②　給食は、小学校は８月３１日、中学校は８月３０日から実施します。
⑸　開校記念日（平日）は、授業日とします。

１ 開催場所　小学校21校
２ 学習内容　自主学習のために持参した学習

内容及び授業で学習したことの
復習となる国語・算数の基礎・
基本の問題

３ 対象学年　小学校３年生から小学校６年生
　 　　　　　参加の希望については、学校に

「草加寺子屋（土曜学習）」
参加希望書をご提出ください。

４ 開催回数等　６月から２月までの土曜日13回
　 　　　　　午前９時から午前11時
　くわしくは、指導課まで　電話048-922-2748

　今年度も６月から全小学校で
「草加寺子屋（土曜学習）」を
実施します。
　基礎学力を身に付けたいと願う
小学生のために、自学自習の場を
提供します。自分で用意したドリル
等を中心に学習を行います。
　また、基礎的な学習内容について
の疑問や悩みがあれば、会場の
学習支援員が対応します。

サタデースクール草
加

土曜学習を実施します

草加寺子屋
小 学 校

各学校で、学習指導をお手伝いいただける
学習支援員さんを募集しています。興味の
ある方は、指導課までご連絡ください。



　月待とは、月の満ち欠けを基準とした太陰暦で、日を
決めて、その晩の月の出を待って供物を捧げ、飲食を共
にする民間行事です。また、板碑とは、死者の冥福を祈
ることのほか、生前に自身の冥福をあらかじめ祈ることや
善行を積むことなどを目的に建てられた平らな石仏で、
これは高さ７９ .５ｃｍ、幅３４ｃｍ、厚さ３ｃｍあります。上
部の一部が欠けており、残った部分には、阿弥陀如来像と３種類の仏具、仏・
菩薩をたたえる言葉、年月日、人名などが刻まれています。それによって、こ
の月待板碑は、文明１７年（１４８５）１１月２３日に６名の講員により二十三夜
待供養のために造立されたことが分かりました。
　一般に数少ない月待板碑の中で、本市においては遊馬町のこの一基が唯
一であり、当時の風習を理解する上で、貴重な資料となっています。

◆「そうか教育だより」では読者のみなさんのご意見、ご感想をお待ちしております。
◆〒340-8550 草加市高砂1-1-1　草加市教育委員会総務企画課　◆電話 048（922）0151（代表）　FAX 048（928）1178

　今から92年前に建設されたレトロな鉄筋校舎を改修した歴史民俗資料館(れきみん)では、
ふるさと草加の歴史や四季折々の日本文化をテーマとした企画展やイベントを開催しています。
　アットホームな雰囲気漂う“れきみん”で、草加について学んでみませんか？
●所 在 地…草加市住吉1-11-29
●休 館 日…毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
●アクセス…草加駅東口の「駅前一番通り」を北へ、徒歩約7分。草加小学校西門隣
●入 館 料…無料
●常設展示…縄文時代の丸木舟、古代の草加（谷塚地域出土の土器）、草加宿の繁栄、『お

くのほそ道』と草加松原、草加で営まれた生業etc

※開催日や内容等は変更となる場合があります。くわしくは、歴史民俗資料館へお問い合わせください。

【
企
画
展
】

開催日

実施時期

夏休み
（7から8月）

県民の日
（11月14日）

7月から10月
（計5回講座）

通年

夏休み・冬休みを中心に
（年8回程度）

事業名 主催者

公民館・文化センター

公民館・文化センター
歴史民俗資料館

生涯学習課

歴史民俗資料館

歴史民俗資料館

企画展名

6月24日（日）から7月7日（土）

６月下旬から８月下旬

ミニ企画「七夕かざり」

3月16日（土）から4月10日（水） 企画展「おくのほそ道の風景地　草加松原」
　

企画展「草加市誕生」　　　　　
　・講座「昭和の大合併」
　　7月21日（土）午後2時から4時まで
　

9月下旬から12月28日（金）

企画展「日光道中草加宿と参勤交代
　　　　－盛岡藩を中心として－」
　・講座「草加宿を通った東北大名
　　　　－盛岡藩を中心として－」
　　10月6日（土）午後2時から4時まで

文明十七年弥陀一尊図像月待板碑

訪ねてみました　　　　  …⑳文化財文化財

教育支援室の利用案内

●開館時間…午前9時から午後4時30分
●電　　話…048-922-0402

※くわしくは、中央図書館へ　草加市松原１－１－９　電話 048-946-3000

小中学生のいじめ・不登校等の学校生活の相談
家庭生活での心配事等の相談
毎週火・木・金曜日午前9時から午後5時まで
小中学生の発達の様子や日常生活の様子等の相談
毎週水・木曜日午前9時から午後５時まで

平成31年4月小学校入学予定児の相談
発音の誤りや言葉の繰り返し等に関する相談
毎週月・火曜日午前９時から午後４時まで
主に平成31年4月小学校入学予定児の小学校入学に向けて
の相談、発達や就学についての相談　　　 
毎週月・水・金曜日午前９時から午後５時まで

　様々な理由により学校に通えない児童生徒が、自分に合った
計画を立て、それに基づいて学習や生活を行いながら、自立の
力や人間関係づくりに自信をもち、学校に復帰できるよう支援
しています。少人数集団の中で、指導員や周囲の児童生徒たち
と関わり合いながら、学習・運動・校外学習・調理実習等、多様
な活動を行い、学校復帰を目指しています。

皆様のご利用をお待ちしています奥日光
自然の家
奥日光
自然の家
　今年も市の保養施設「奥日光自然の家」が5月3日
（木）に開所しました。同施設は中禅寺湖畔千手ヶ浜
にほど近い国有林にあり、夏は避暑地として、秋は美
しい紅葉が楽しめます。また、西ノ湖や戦場ヶ原をめ
ぐるハイキングコースとしても絶好の場所です。
　なお、自然保護のため車での現地乗り入れはでき
ません。赤沼車庫無料駐車場から千手ヶ浜行き低
公害バスを利用してください。（約30分）

クリンソウ（6月）

宿泊棟（西館）

利用
期間

宿泊
料金

夕食料金
（税抜き）
申込
方法
受付
場所

5月3日（木）から11月上旬
火曜日定休（祝日の場合は翌日）
（草加、越谷、八潮、三郷、吉川、松伏
在住・在勤の方）1人1泊1,540円
（4歳から中学生770円）

利用日の2か月から4日前に宿泊料と
食事料を添えて総務企画課施設係へ

Ａコース１，４００円　Ｂコース２，５００円
Ｃコース３，０００円

5月3日（木）から11月上旬まで

子ども・親子対象講座のご案内
　生涯学習課、公民館・文化センター、歴史民俗資料館では年間を通して子どもや
親子対象の講座を実施しています。特に夏休みには多くの講座が開催されますので、
ぜひご参加ください。

相談の手順相談の手順
●電話相談は随時行っています。
●面接相談は予約制です。
　電話等でお申し込みください。
①申し込み・予約
　電話受付時間
　平日　午前9時から午後5時まで
　耳の不自由な方は、FAXでもお受けします。
②来室・受付・相談
　予約時刻までにお越しください。
　係の者がお部屋までご案内します。
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4……平成30年5月20日号　

草加市高砂2-1-7ぶぎん草加ビル4階
電話 048-922-2643

“れきみん”へ行ってみよう

　教育支援室では、落ち着いた教育環境の中で学習が行えるよう、様々な形
で各学校の教育活動の支援に当たっています。

教育支援室
●住所　〒340－0013　草加市松江1-1-32
●電話　048-933-7591　ＦＡＸ　048-933-7590

学校適応指導教室
「ふれあい教室」

の開設

在学児童生徒の
教育相談（不登校等）

在学児童生徒の
発達相談

ことば（きこえ）
の相談

就学予定児の
就学相談

草加市子ども読書活動推進計画
（平成30年度～35年度）を策定しました！
　今後６年間、この草加市子ども読書活動推進計画の展開により、子ど
もの読書活動を横断的かつ包含的に推進する体制を整備し、次の基本理念
の実現を目指します。

基本理念

基本方針

草加で育つすべての子どもたちが、いつまでも心に残る本との出会いを通して、
「生きる力」を身に付けることを目指します。

１　家庭・地域・学校において、子どもが読書に親しむ環境を充実させます。

２　子どもの読書活動に関する啓発・広報を推進します。

３　子どもが読書に親しむための推進体制を構築します。

子ども大学そうか 小学５・６年生を対象に、大学教
授や地域の専門家から学ぶ体験型講座です。くわしく
は、学校から配布されたパンフレットをご覧ください。

子どもたちの自由研究相談とビデオライブラリー
収蔵資料や所蔵のビデオ映像を活用し、夏休みの自
由研究を中心に相談に応じています。

土曜体験教室 親子で参加できる工作教室等を開催
します。

県民の日体験教室 県民の日を利用して、子ども対象の
体験教室や交流事業を開催します。

夏休み子ども体験教室 伝統文化教室、自然科学教室
など様々な体験教室を開催します。

※この他にも子ども・親子対象の講座を開催していますので、マイ・ステージ（生涯
学習情報提供サイト）や広報紙、または各施設にご確認ください。
■生涯学習課　電話　048-922-2819　FAX　048-922-3498

昨年の土曜体験教室の様子
（藍染講座）

昨年の子ども大学そうかの様子
（フランス語講座）

ぶんめいじゅうしちねん み だ いっ そん ず ぞう つき まち いた び
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せきぶつ

にじゅうさん や

まち く よう

あ み だにょらい
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