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地域とともにある学校づくり

コミュニティ・スクール
を目指し

をスタートします
　平成３１年４月から、谷塚小学校、青柳小学校、草加中学校、谷塚中学校の４校が、「学校運営協議会」を設置した
学校として「コミュニティ・スクール」となりました。
　これまでの学校評議員制度から一歩踏み込んだ取組を進め、多様な教育課題の解決を図っていきます。引き続き、保
護者・地域の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
　令和２年４月には、市内３２校全ての小・中学校が「コミュニティ・スクール」となる予定です。

コミュニティ・スクールって？
　コミュニティ・スクールは、学校と地域が目標を共有し、一体となって子どもたちを
育む「地域とともにある学校づくり」を推進していく仕組みです。現在、学校が抱える
多様化した課題を解決し、子どもたちに生きる力を育むには、これまで以上に保護者や
地域の皆様との連携・協働が必要です。この課題解決のため、保護者や地域の皆様が、
学校運営や学校が必要としている支援に関する協議の場に加わっています。

市教育委員会
協議会の設置

教職員の任用

（学校運営協議会の意見を尊重）

委員の任命

協議会の適正な運営を確保する措置

県教育委員会

学校運営に
関する意見

委員の任命に
校長の意見を反映

教職員の任用
に関する意見

学校運営協議会

コミュニティ・スクール

説明

説明

承認

意見

校 長

学校運営の
基本方針

学校運営
教育活動

（委員）保護者代表・地域住民・
学校応援団など

（学校運営協議会制度を導入した学校）

学校運営や必要な支援に関する協議

情報提供 支援活動 保護者・地域住民等

「いじめ
 　撲滅サミット」

「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、中学校
全学年を対象に、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。

令和元年８月23日（金） 午後１時30分～午後４時30分
中央公民館　ホール
「いじめ撲滅」に向けた各種発表等
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

開催

合唱祭地域の方と昔遊び

第１回学校運営協議会（谷塚中）
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令和元年度 教育費予算

子どもたちの意欲と自信を育てる
幼保小中を一貫した教育　を推進しています！

いよいよ ２年目

　草加市では「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」を推進しています。

↓↓今年度の主な取組はこちら↓↓

その他の取組も ますます充実！！ 

Check!

Check!

「幼保小中を一貫した教育」に関わる研究発表会開催！

自ら学び、心豊かに、たくましく
生きる草加っ子

中学生向け「親の学習」講座を市内全中学校で実施！

　各中学校区の研究の成果を、保護
者や地域の皆様にも公開します。
　開催日が近くなりましたら、教育
委員会内ホームページにてお知らせ
します。

①　１１月２２日（金）　新栄中学校区　（新栄小・清門小・新栄中）
②　１１月２７日（水）　谷塚中学校区　（谷塚小・氷川小・谷塚中）
③　　１月２３日（木）　両新田中学校区（新里小・両新田小・両新田中）
④　　１月２８日（火）　花栗中学校区　（花栗南小・小山小・花栗中）

①６月１６日（日）
　「思春期の子育て」
　（子育て科学アクシス 藤原一夫 先生）
https://www.kokuchpro.com/event/fc
a95ae10d6ab9362640d15118d4befc/

子育て講演会を３テーマで無料開催！
　お子さんの成長時期に合わせて３つのテーマを設定し、講演会を開催します。
　各回、テーマに合わせて著名な講師をお迎えし、子どもとの関わり方や生活習慣についての講演を行っています。入場は無料です！
　お申込み方法や詳細は、下記ＱＲコードまたはＵＲＬよりＨＰをご覧ください。

【幼・保・小】小学校での交流給食、作品交流、一日入学、交流コンサート
【 小 ・ 中 】中学校教員による乗り入れ授業、合唱交流、作品交流、部活動体験
【幼・保・中】保育士体験、合同避難訓練、作品交流
【家庭・地域】保護者向け「親の学習」講座、子育てに関するリーフレット配布　他

　近い将来親になる中学生を対象に、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。実施日時は、各中学校によって異なります。

対象：市内全中学校の３学年生徒
講師：埼玉県家庭教育アドバイザー

②６月３０日（日）
　「乳幼児期の子育て」
　（埼玉大学 名誉教授 志村洋子 先生）
https://www.kokuchpro.com/event/8
96c9c6426f6f67ecf77e66f24a39ea6/

③７月２８日（日）
　「小学校入学前後の子育て」
　（子育て科学アクシス 伊藤陽子先生）
https://www.kokuchpro.com/event/bd
fb2080011daf0ca61368d939739dc8/

０歳 １５歳

　草加市教育委員会では、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」を育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・Ａ
ＬＴ（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、教材用・管理用備品の整
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、教材用・管理用備品の整
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・大学
公開講座・新成人のつどいの開催、生
涯学習に関する経費など

児童生徒１人当たりの予算額（学校教育に直接的に係る予算のみ） ⇒　２２万８，７７６円
令和元年度 草加市教育費予算　５９億７，６７５万円

令和元年度の主要事業

　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、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
　市独自の学力・学習状況調査の実施や、学力向上推進校
へ学力向上推進補助員を配置し、さらには、タブレット端
末や電子黒板を活用した授業を展開し、児童生徒の学習に
対する支援を行います。

学力向上への取組

　トイレ環境を改善するため、小学校６校の改修工事を行
い、次年度以降の改修工事に向けて、中学校６校について
実施設計を行います。

学校トイレの改修

　いじめの予防や解決方法について話し合い、考える授業
を行うとともに、中学校の全生徒を対象に、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
　障がいのあ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との連携
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

　小中学校の特別教室等にエアコンを設置し、学習環境を
整備します。
　また、防災対策として体育館へのエアコン設置に向け
て、小中学校併せて７校について実施設計を行います。

特別教室等のエアコン設置

　学校・家庭・地域社会が一体となって教育活動を推進す
るため、保護者、地域の方などで構成する学校運営協議会
を設置し、小中学校４校をコミュニティ・スクールにしま
す。

コミュニティ・スクールの設置

　校務のデータ化等を行う統合型校務支援システムの導入
や、校務支援を行うスクール・サポート・スタッフを配置
し、教職員の業務改善を図ります。

教職員の働き方改革の推進
　小学校の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７校の耐震化工事を行います。
※令和元年度で全小中学校の体育館の非構造部材の耐震化
工事が終了する予定です。

非構造部材の耐震化

教育総務費
14億

　　9,126万円

小学校費
23億

3,027万円

中学校費
15億

3,221万円

社会教育費
6億2,301
　　　万円

教育費
59億7,675万円

　中央図書館でユニバーサルデザインに配慮した電子図書
館を開設して、インターネットを通じて電子書籍の貸出・
返却等を行うことができるようにします。

電子図書館を開設

　市内全ての中学校区で、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

　国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」を未来
へ継承する風景地として、保存活用計画に基づき、適切な
保存に努めていきます。

国指定名勝「おくのほそ道の風景地
　草加松原」保存活用

New!
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☆平成３０年度　埼玉県学校総合体育大会　（県大会入賞者）
【陸上競技】
　女子　総合 １位　草加中
　女子　８００ｍ　 １位　小川　陽香（草加中）
　女子　１５００ｍ　 １位　小川　陽香（草加中）
　女子　１５００ｍ　 ５位　田中　彩織（谷塚中）
　女子　走幅跳 １位　海藤　夏姫（川柳中）
　女子　砲丸投 ４位　田中　水樹（新栄中）
　女子　４×１００ｍリレー ６位　草加中

（松浦・八巻・佐藤・松枝）
　女子　１年８００ｍ　 ２位　水越　麻衣（草加中）
　女子　１年８００ｍ　 ７位　杉山　胡桃（谷塚中）
　女子　１年走幅跳 ４位　中村　湖 （々青柳中）
　男子　走高跳 ２位　角田　リコ（川柳中）
　男子　走幅跳 ２位　大野　滉平（草加中）
　男子　４００ｍ　 ６位　若林　爽太（栄中）
　男子　１年１００ｍ　 １位　上原　逞雅（栄中）
　男子　１年１５００ｍ　 ５位　吉倉 ナヤブ 直希（草加中）
　男子　１年１５００ｍ　 ８位　若林　隼杜（栄中）
【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　１位　庭野　直樹（新田中）
　女子　４００ｍフリーリレー ５位　瀬崎中

（伊藤・内堀・大塚・櫻井・丸山・笹﨑）
【体操競技】
　男子団体　１位　栄中

（土屋・栗原・渡辺・山﨑・神山・新倉・清水）
　男子個人総合 ３位　土屋　遼佑（栄中）
 ５位　栗原　優太（栄中）
 ６位　神山　遥人（栄中）
　男子種目別　ゆか　３位　土屋　遼佑（栄中）
　　　　　　　跳馬 １位　栗原　優太（栄中）
 ２位　神山　遥人（栄中）
　　　　　　　鉄棒 ２位　土屋　遼佑（栄中）
【新体操競技】
　女子団体 ２位　瀬崎中
 （安東・葛西・沖山・古俣・二本柳）
　男子個人総合 ２位　川嶋　龍登（川柳中）
　男子 クラブ ２位　川嶋　龍登（川柳中）
　男子 ロープ ２位　川嶋　龍登（川柳中）
【相撲】
　男子団体 ５位　瀬崎中（谷田部・長田・山﨑）
　男子個人 ３位　森田　涼（草加中）
【硬式テニス】
　女子シングルス　３位　風間　菜花（新栄中）
☆平成３０年度　第６４回全日本中学校通信陸上競技大会
　　　　　　　 埼玉県大会
　中学１年男子１００ｍ ２位　上原　逞雅（栄中）
　中学１年男子１５００ｍ ５位　若林　隼杜（栄中）
　中学男子走高跳 ３位　角田　リコ（川柳中）
　中学男子走幅跳 ２位　大野　滉平（草加中）
　中学１年女子１００ｍ ６位　水越　麻衣（草加中）
　中学女子８００ｍ １位　小川　陽香（草加中）
　中学女子１５００ｍ ２位　小川　陽香（草加中）
　中学女子砲丸投 ８位　田中　水樹（新栄中）
　中学女子８００ｍ　 全国標準記録突破
 田中　彩織（谷塚中）
☆平成３０年度　県民総合体育大会兼
　　　　　　　 埼玉県学校総合体育大会　（県大会入賞者）
【スキー】
　Ｋ２女子 回転　４位　加藤　ゆうか（花栗中）
☆平成３０年度　関東中学校体育大会（関東大会出場者）
【陸上競技】
　女子　８００ｍ　 １位 小川　陽香（草加中）
　女子　走幅跳　 ６位 海藤　夏姫（川柳中）
　女子　１年８００ｍ　 ９位 水越　麻衣（草加中）
　男子　走高跳　 ５位 角田　リコ（川柳中）
　男子　走幅跳　 １２位 大野　滉平（草加中）
　男子　１年１００ｍ　 ２位 上原　逞雅（栄中）
【体操競技】
　男子団体　　１位　栄中

（土屋・栗原・渡辺・山﨑・神山・新倉・清水）
　個人総合　　９位　土屋　遼佑（栄中）
【新体操競技】
　女子団体　　７位　瀬崎中（安東・葛西・沖山・古俣・二本柳）

【相撲】
　男子団体 瀬崎中（谷田部・長田・山﨑）
　男子個人 森田　涼（草加中）
【硬式テニス】
　女子シングルス 風間　菜花（新栄中）
☆平成３０年度　全国中学校体育大会
　　　　　　　（全国大会出場者）
【陸上競技】
　女子　８００ｍ　　７位 小川　陽香（草加中）
　女子　１５００ｍ　 小川　陽香（草加中）
　女子　８００ｍ　 田中　彩織（谷塚中）
　男子　走高跳　　８位 角田　リコ（川柳中）
【水泳】
　男子 １５００ｍ自由形　２位　庭野　直樹（新田中）
　男子 ４００ｍ個人メドレー　　庭野　直樹（新田中）
　女子 ４００ｍフリーリレー　　 瀬崎中

（伊藤・内堀・大塚・櫻井・丸山・笹﨑）
【体操競技】
　男子団体　１位　栄中

（土屋・栗原・渡辺・山﨑・神山・新倉・清水）
　個人跳馬　１位　神山　遥人（栄中）
【スキー】
　Ｋ２女子 回転 加藤　ゆうか（花栗中）
☆平成３０年度　埼玉県中学校新人体育大会兼
　　　　　　　 第３１回県民総合体育大会　（県大会入賞者）
【陸上競技】
　女子　総合 ３位　草加中
　女子　８００ｍ　 １位　小川　陽香（草加中）
　女子　８００ｍ　 ６位　水越　麻衣（草加中）
　女子　１５００ｍ　 １位　小川　陽香（草加中）
　男子　走幅跳　 ３位　大久保　冴吹（両新田中）
　男子　砲丸投げ ７位　塩尻　海星（谷塚中）
　男子　１年１００ｍ　　２位　上原　逞雅（栄中）
【水泳】
　女子総合 ４位　瀬崎中
　女子　１００ｍ自由形 ６位　内堀　瑠璃（瀬崎中）
　女子　１００ｍ自由形 ８位　大塚　美怜（瀬崎中）
　女子　２００ｍ自由形 ４位　笹﨑　実希（瀬崎中）
　女子　２００ｍ自由形 ９位　櫻井　双葉（瀬崎中）
　女子　２００ｍ個人メドレー　１０位　武内　里歩奈（栄中）
　女子　２００ｍフリーリレー １位　瀬崎中

（内堀・笹﨑・櫻井・大塚）
　男子総合 ６位　瀬崎中
　男子　５０ｍ平泳ぎ １位　鈴木　悠生（瀬崎中）
　男子　５０ｍ背泳ぎ ８位　遠山　志央（瀬崎中）
　男子　１００ｍ平泳ぎ ８位　栗原　大地（栄中）
　男子　１００ｍバタフライ ８位　奥山　修羽（瀬崎中）
　男子　２００ｍ自由形 ８位　加崎　晟惟（新田中）
　男子　４００ｍメドレーリレー　４位　瀬崎中

（山下・鈴木・奥山・遠山）
【体操競技】
　男子団体総合 １位　栄中（山﨑・神山・新倉・清水）
　男子個人総合 ３位　神山　遥人（栄中）
　男子個人総合 ４位　山﨑　真颯（栄中）
　男子個人総合 ８位　清水　陽斗（栄中）
　男子 ゆか ２位　神山　遥人（栄中）
　男子 ゆか ４位　清水　陽斗（栄中）
　男子 ゆか ５位　山﨑　真颯（栄中）
　男子 跳馬 １位　神山　遥人（栄中）
　男子 跳馬 ５位　山﨑　真颯（栄中）
　男子 跳馬 ８位　佐藤　英斗（新栄中）
　男子 鉄棒 ４位　神山　遥人（栄中）
　男子 鉄棒 ４位　山﨑　真颯（栄中）
　男子 鉄棒 ６位　清水　陽斗（栄中）
【新体操競技】
　女子個人総合 ６位　二本柳　小花（瀬崎中）
　男子個人総合 １位　川嶋　龍登（川柳中）
　男子個人総合 ３位　中田　萩（草加中）
　男子　クラブ １位　川嶋　龍登（川柳中）
　男子　クラブ ３位　中田　萩（草加中）
　男子　スティック　１位　川嶋　龍登（川柳中）
　男子　スティック　３位　中田　萩（草加中）
【柔道】
　女子　個人　４８㎏級　１位　佐藤　颯姫（谷塚中）
　男子　個人　６６㎏級　ベスト８　山田　ネリー（谷塚中）

【硬式テニス】
　男子　ダブルス ２位　瀬尾　涼斗・丸谷　圭介

 （瀬崎中）
　男子　ダブルス ベスト８　池田　凌成・根本　圭柊

（草加中）
　男子　シングルス　ベスト８　池田　凌成（草加中）
【相撲】
　男子団体　　 １位　草加中（森田・小林・冨永・嶋田）
　男子団体　ベスト８　瀬崎中（谷田部・山﨑・飛澤・宮手）
　男子個人　　軽量級　　 １位　斉藤　榛（栄中）
　男子個人　無差別級　　 ３位　森田　涼（草加中）
　男子個人　無差別級　ベスト８　谷田部　翔（瀬崎中）
【ソフトボール】
　女子 ２位　瀬崎中
　女子 ３位　草加中
【野球】
　３位　新田中
【バスケットボール】
　男子 ５位　谷塚中
　男子 ６位　松江中
　女子 ８位　新田中
【バドミントン】
　女子 ベスト８　草加中
☆第８６回埼玉県駅伝競走大会
【駅伝】
　中学校女子の部　　２位　草加中

（小川・市村・下園・野口・水越）
　中学校女子の部　１０位　谷塚中

（田中・杉山・小柳・生稲・古谷野）
　中学校女子の部　区間賞　第１区　小川　陽香（草加中）
☆平成３０年度　県民総合体育大会兼第７４回国民体育大会
　冬季大会スキー競技会（出場者）　大回転種目埼玉県予選会
【スキー】
　少年女子　ジャイアントスラローム　３位

　加藤　ゆうか（花栗中）
☆平成３０年度　第２７回関東中学校駅伝競走大会
【駅伝】
　女子の部　　 ２位　草加中（小川・市村・下園・野口・水越）
　女子の部　区間賞　第１区　小川　陽香（草加中）
　女子の部　区間賞　第５区　水越　麻衣（草加中）
☆第４９回ジュニアオリンピック陸上競技大会
【陸上】
　女子 １５００ｍ ３位　小川　陽香（草加中）
☆第３４回東日本女子駅伝
【駅伝】
　女子の部　４区　３位　小川　陽香（草加中）
☆第７４回国民体育大会冬季大会スキー競技会（出場者）
【スキー】
　少年女子　ジャイアントスラローム　加藤　ゆうか（花栗中）
☆平成３０年度　全国障害者スポーツ大会
　フライングディスク（アキュラシー　ディスリート　ファイブ）
　　第３位　菅野　美緒（新栄中）
　フライングディスク（レディース　スタンディング）
　　第５位　菅野　美緒（新栄中）
☆平成３０年度　第５９回　埼玉県吹奏楽コンクール　埼玉県大会
【吹奏楽】
　中学校Ａの部 金賞　青柳中
　中学校Ａの部 銀賞　谷塚中
☆平成３０年度　第２４回　西関東吹奏楽コンクール
【吹奏楽】
　中学校部門Ａの部　銀賞　青柳中
☆平成３０年度　第４２回
　埼玉県アンサンブルコンテスト　埼玉県大会
【吹奏楽】
　金賞　青柳中（打楽器６重奏）
　金賞　青柳中（クラリネット５重奏）
　銀賞　新栄中（サクソフォーン３重奏）
☆平成３０年度　第２４回　西関東アンサンブルコンテスト
【吹奏楽】
　銀賞　青柳中（打楽器６重奏）
　銀賞　青柳中（クラリネット５重奏）

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30年度

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　令和元年10月４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3,900円を上限に

補助します。
６　２次試験　令和元年11月10日（日）　

【指定された会場】

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。

　　※令和元年度は、原則として次の日程です。
　　　６月８日（土）、７月１３日（土）、９月１４日（土）、１１月９日（土）、１月１１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　令和元年度は、８月２８日（水）が始業日となります。
　②　給食は、小学校は８月３０日（金）、中学校は８月２９日（木）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。



◆「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

4……令和元年5月20日号　

　蜻蛉遺跡は、谷塚仲町の辰井川付近に存在する遺跡です。
　時代としては、古墳時代・平安時代・江戸時代ごろの人々
が使用した道具（遺物と呼びます。）が数多く出土した遺跡です。
　また、発掘調査では古墳時代の豪族のお墓である方形周溝墓の跡も発見されまし
た。
　出土した遺物は、土師器・須恵器と呼ばれる土器や副葬品（亡くなった人とともに
埋められる器物）と考えられる石製の勾玉・切子玉（当時の人が身に付けたアクセ
サリー）や江戸時代の道具などです。これらの遺物は現在、埼玉県が保管しています。
　この調査で、草加市内に有力な権力者の存在と大きな集落が存在していたことを
示す貴重な資料となりました。
　現在は辰井川や住宅街となっており、遺跡内にある谷塚仲桃の木公園付近には、
昭和５９年（１９８４）～昭和６０年（１９８５）に調査された際の写真等が記載されて
いる案内板が建っています。

ボランティアの方によ
る読み聞かせの様子

昨年11月実施のビブ
リオバトルの様子

　中央図書館ではＩＣＴの活用により、来館す
ることが難しい障がい者や高年者もいつでも
どこからでも利用可能な電子図書館の開設
や魅力のある蔵書の整備、公民館図書室等
とのネットワーク活用により、図書やその他の
資料を効果的・効率的に提供します。
　また、市民ボランティアや関係諸機関と連
携して、草加市子ども読書活動推進計画を
積極的に推進し、子どもが読書に親しむ環境
の充実を図ります。
　さらに、快適な利用環境を提供するため、
中央図書館の空調設備の改修や照明のＬＥ
Ｄ化に取り組みます。

●所 在 地　草加市松原１－１－９
●電　　話　０４８（９４６）３０００　ＦＡＸ ０４８（９４４）３８００
●開館時間　【月、水～土曜日】　一般室：午前９時～午後８時　児童室：午前９時～午後６時
　　　　　　【日、祝日】　一般室：午前９時～午後５時　児童室：午前９時～午後５時
●休 館 日　毎週火曜日(休日は除く)、年末年始、館内整理期間 (１０日以内 )

　新里文化センター及び新田西文化センターは、開館からそれぞれ５周年・１０周年を迎え
ました。生涯学習の拠点としてそれぞれの特色をいかしながら、様々な講座を実施する他、
市民の皆様のサークル活動の支援を行っています。今後も地域の皆様に利用しやすい施
設運営を目指していきます。

開催日 企画展名

蜻蛉遺跡

訪ねてみました　　　　  …㉑　　文化財文化財教育支援室の利用案内

　今から93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…綾瀬川の丸木舟(縄文時代)、谷塚地域の土器(古墳時代)、懐かしい農機

具、せんべい製造機具、手代町面芝居資料、昭和時代の教室の様子他

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

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～午後5時
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～午後５時

主に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10時～午後5時
主に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～午後５時

　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持ち、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。

調査時の方形周溝墓
ほうけいしゅうこう  ぼ

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～午後5時
　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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教育支援室案内図

教
育
支
援
室

“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

 と ん ぼ　 い  せき

【
企
画
展
】

開 館 記 念5周年
新里文化センター

10周年
新田西文化センター

新里文化センター 新田西文化センター
開 館 日
所 在 地

利用施設

特　　色

5周年に
向けて

平成26年4月1日
新里町983
ホール、第1～3会議室、和室、調理
室、実習室他
市内６館の公民館の中で一番新し
い施設です。楽器演奏に適した完
全防音の部屋もあり、照明の約７
割がＬＥＤ照明で環境にも配慮し
ています。
多くの皆様に文化センターを知っ
ていただくために、様々なイベン
トや教室を実施しています。

主な事業名
文化講演会、ギャラリー展示
ビデオ上映会、映画会
おはなし会、人形劇、影絵劇、
朗読会、落語寄席
工作会
読み聞かせ
読み聞かせ講習会
ビブリオバトル・草加の陣

期間・回数
通年
月１回

通年

通年
週５回
年３回
年１回

開 館 日
所 在 地

利用施設

特　　色

1 0周年
に向けて

平成22年4月1日
清門3-49-1
ホール、第1～3会議室、和室、調理
室、実習室他
クールチューブ機能のあるロビー
により、地中熱と外気温の差を利
用して空調効果を上げています。
放課後は隣接する清門小の児童が
集まり、にぎやかになります。
秋頃に開催されている文化センタ
ーまつりにおいて、前夜祭として
記念事業を計画しています。

6月25日(火)～7月7日(日)

7月9日(火)～9月1日(日)

9月28日(土)～12月28日(土)

2月1日(土)～3月8日(日)

ミニ企画「七夕かざり」

夏季企画展「鉄道がやってきた」
　・講座「草加と鉄道」
　　　　　7月中開催予定

企画展「日光道中草加宿と参勤交代
　　　　-一関藩を中心として-」
　・講座「日光道中草加宿と参勤交代
　　　　-一関藩主の参勤交代-」
　　　　　10月5日(土)午後2時～午後4時

企画展「桃の節句展」

開催日 体験教室内容

【
子
ど
も
向
け
体
験
教
室
】

6月29日(土)

7月20日(土)

8月3日(土)

8月24日(土)

11月2日(土)

11月14日(木)

12月14日(土)

1月5日(日)

2月15日(土)

通年（主に夏休みと冬休みの期間）

れきみん体験教室「七夕かざりを作ろう」

れきみん体験教室「火打ち石・火起こしとせんべい焼き」

れきみん体験教室「竹とんぼ・竹水鉄砲」

れきみん体験教室「藍染めハンカチ」

れきみん体験教室「昔の道具を使ってみよう」

県民の日体験教室「まが玉作り」

れきみん体験教室「和凧作り」

れきみん体験教室「昔遊び大会」

れきみん体験教室「ひなかざりを作ってみよう」

子どもたちの自由研究相談とビデオライブラリー

草加市立中央図書館
令和元年度運営方針 主な文化事業実施一覧

※内容等は変更となる場合があります。　詳細は歴史民俗資料館へお問い合わせください。

開催日 講座内容

【
大
人
向
け
講
座
】

6月中(全4回）

9月20日(金)

10月9日(水)・23(水)

11月6日(水)・20日(水)

10月13日(日)・11月3日(日)

11月8日(金)

12月6日(金)

1月24日(金)

2月14日(金)

2月22日(土)

3月8日(日)

毎月第1・3 (木)

毎月第2・4 (木)

草加芭蕉塾

れきみん講座「地域に残る建造物」

節句飾り制作講習会①（つるし雛かざり）

節句飾り制作講習会②（ミニ鎧兜）

秋季企画展ギャラリートーク

れきみん講座「近世古文書をひもとく」

れきみん講座「関八州廻りと名主たち」

れきみん講座「地域の文化財について語る①」

れきみん講座「地域の文化財について語る②」

桃の節句展ギャラリートーク

れきみん講座「江戸時代の街道と日光道中について」

古文書基礎講座

古文書応用講座
※内容等は変更となる場合があります。　詳細は歴史民俗資料館へお問い合わせください。

い ぶつ

　　　　　　　　　 　　　ごうぞく　　　　　　　　　　 ほうけいしゅうこうぼ

　  は　じ　き　　 す　え　き　　　　　　　　　　　　　　 ふくそうひん

　　　　　　　　　　　　　　　まがたま　　きり こ たま

　　　　　　　　　　　　 けんりょくしゃ　　　　　　　　　　　 しゅうらく

昨年度実施の体験教室「昔遊び大会」の様子（福笑い）昨年度実施の企画展「端午の節句展」の様子（野点）
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