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第三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」を策定しました

令和２年３月に『生涯学習推進指針』を策定しました
　教育委員会では、市民一人ひとりのライフステージに応じた多様な学習情報や様々な手法
による学習機会の提供などの今後の長期的な生涯学習推進に係る方向性を示すものとして、
「草加市生涯学習推進指針」を策定しました。

市内全小中学校が
コミュニティ・スクール

となりました
　令和２年４月から市内の全小中学校が「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。
　すでに、平成31年４月からスタートして
いる小中学校４校では、学校運営協議会を通
して「学校や地域が抱える課題を共有するこ
とができた」「保護者や地域の方々の学校運
営への参画意識が高まった」「学校・家庭・
地域の信頼関係が深まった」などの声が聞か
れています。
　今後は、どの小中学校でも、これまで以上
に保護者や地域の方々との連携・協働を図り
ながら、課題解決を進めていきます。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。

基本理念

基本目標

学びを通して生きる力を育む生涯学習社会の推進

学びの成果が発揮される生涯学習の推進

生涯学習に関する施策の柱を次の４つに分類し、方向性を示しています。

基本理念の実現に向け、子どもたちを育てる目標となる、目指す「草加っ子」（15歳の姿）を学校・家庭・地域で共有し、
５つの基本目標の下に16の施策を展開します。

⑴　生涯学習を通した
　　多様な学習機会の充実

⑵　公民館・文化センターの
　　整備と生涯学習環境の充実

⑶　読書活動を支える
　　図書館サービスの充実
⑷　社会人権教育の推進

生涯学習情報提供体制の充実
ニーズに応じた学習機会の提供及び学びを通じたネットワークの形成
地域を支える人材の育成
効果的・効率的な維持管理や補修の実施
子育て支援・高年者事業の充実、外国籍市民向け事業の推進
学習施設の利便性向上の検討
生涯にわたる自主的な学習活動の支援・促進及び利用者の教養、調査
研究、レクリエーション等に資する資料の収集・整理・保存・提供
全ての人が相互に存在を認め合い、尊重し合う平和な社会の実現

基本構成

基本目標

施　　策

１　目指す「草加っ子」（15歳の姿）を育
む幼保小中を一貫した教育の推進

１－１　子ども教育の連携の推進

１－２　自ら学ぶ「草加っ子」の育成

１－３　心豊かな「草加っ子」の育成

１－４　たくましく生きる「草加っ
子」の育成

１－５　多様なニーズに対応した教
育と支援の充実

１－６　「草加っ子」の学びを支える
指導力の向上

２　学校・家庭・地域の連
携・協働の推進

２－１　地域とともにある
学校づくりの推進

２－２　家庭教育への支援

３　教育環境の整備・充実

３－１　安全安心な学校教育
施設の整備・充実

３－２　学習環境の整備・充実

４　学びの成果が発揮される
生涯学習の推進

４－１　生涯を通した多様な
学習機会の充実

４－２　公民館・文化センター
の整備と生涯学習環
境の充実

４－３　文化遺産の発掘・保
存・活用の計画的、継
続的な取組の推進

４－４　読書活動を支える図
書館サービスの充実

５　人権教育の推進

５－１　学校人権教育の
推進

５－２　社会人権教育の
推進

Ⅰ　自ら学び、心豊かに、たくましく生きる「草加っ子」の育成 Ⅱ　学びを通して生きる力を
　　育む生涯学習社会の推進

Ⅲ　人権を尊重し合う
　　教育の推進

　教育委員会では、第一次計画からの基本理念を継承
し、第三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｣を策定しました。
　令和２年４月から学校･家庭･地域と連携･協働し、
基本理念の実現に向け、各施策に取り組んでいます。
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令和２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草加の教育を推進しています！

　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を
育むため、自己肯定感や自己有用感を、家庭・地域や園・学校が、
０歳から15歳まで一貫して大切に育み、子どもたち一人ひとりに
確実に「生きる力」を身に付けさせ、社会を生き抜く力の根幹を
つくりあげる教育を推進しています。

その他の取組も ますます充実！！ 

子育て講演会を開催予定 !!

　教育委員会では幼保小中を一貫した教育の更なる推進のために、
「０歳から15歳までの「学び」「心」を結ぶ幼保小中を一貫した
草加の教育～自己肯定感・自己有用感を育む～」を基本理念とした、
第三次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画を策定しました。

　お子さんの成長時期に合わせて三つの
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等
についての講演を行っています。入場は無料
です！

テーマ：乳幼児期の子育て
講　師：埼玉大学　名誉教授　志村　洋子　氏
テーマ：思春期の子育て
講　師：子育て科学アクシス・元中学校長　藤原　一夫　氏
テーマ：小学校入学前後の子育て
講　師：子育て科学アクシス・小児科医　伊藤　陽子　氏

開催日時・場所等については現在調整中です。
詳細は今後、広報やHP等で公開いたします。

自己肯定感…「自分は大切な存在だ」と思うこと
ができ、自分に自信を持つことが
できる心

自己有用感…他人の役に立った、他人に喜んで
もらえたなど、社会性の基礎となる心

　自己肯定感と自己有用感の高まりが、子どもた
ちの意欲・関心を高め、自立へとつながっていき
ます。

【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 】≫ 小学校への乗り入れ授業、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、子育てリーフレット配布　他

自己肯定感・自己有用感って？自己肯定感・自己有用感って？

　草加市教育委員会では、第三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」を育む施策を更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） ⇒　２０万８，３７３円
令和２年度 草加市教育費予算　６０億２，７２３万円

令和２年度の主要事業

　国のＧＩＧＡ(ギガ)スクール構想を踏まえて、小中
学校全校の校内ＬＡＮ整備工事及び電源キャビネット
整備工事を行い、情報教育環境の充実を図ります。

情報教育環境の充実
　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ます。
　また、中学校３校の１年生を対象に数学の放課後学
習を実施し、基礎学力の向上を図ります。

学力向上への取組

　トイレ環境を改善するため、中学校９校の改修工事
を行います。また、次年度以降のトイレ改修工事に向
けて、中学校８校について実施設計を行います。

学校トイレの改修

　日本語指導を必要とする外国人児童生徒等を対象
に、初歩的な日本語や日本文化の学習を支援します。

「ＳОＫＡいっぽ」の開室
　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
　不登校対策として、個別の課題に対応できるスクー
ルソーシャルワーカーを８人増員し、児童生徒への支
援の充実を図ります。

不登校対策のための人的支援

　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、小中学校全校をコミュニティ・ス
クールにします。

コミュニティ・スクールの設置
　統合型校務支援システムの活用や校務支援を行うス
クールサポート・スタッフを配置することで、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
　災害時に避難所となる小中学校の屋内運動場へのエ
アコン設置を進めるため、小中学校７校の設置工事を
行います。また、次年度以降のエアコン設置工事に向
けて、小中学校７校の実施設計を行います。

屋内運動場へのエアコン設置

教育総務費
18億

　　7,959万円

小学校費
19億

3,116万円

中学校費
13億

4,667万円

社会教育費
8億6,981
　　　万円

教育費
60億2,723万円

　老朽化した空調設備の改修や照明器具ＬＥＤ化の工
事を進めます。また、開館２０周年を記念して、読書
をテーマにした講演会等を行います。

中央図書館の空調設備改修等

　これまでの交流・連携や委嘱研究の成果を踏まえて、
訪問や各種資料の改定を通して各園・各学校を支援し、
引き続き、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。

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

第三次
草加市子ども教育連携推進
　基本方針・行動計画 を策定 !!

無料
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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 令和元年度

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

「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
を導入しています。

「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

日時・場所については決まり次第ホームページ等でお知らせします。

　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。

内容
対象

開催

☆令和元年度　埼玉県学校総合体育大会（県大会入賞者）
《硬式テニス》
　男子シングルス 第５位　根本　圭柊（草加中）
　男子シングルス 第８位　丸谷　圭介（瀬崎中）
　男子シングルス 第９位　池田　凌成（草加中）
　男子ダブルス 第１位　丸谷　圭介（瀬崎中）
 　　　  瀬尾　涼斗（瀬崎中）
　男子ダブルス 第４位　池田　凌成（草加中）
 　　　  根本　圭柊（草加中）
　女子シングルス　第１０位　増川　日和（草加中）
《陸上競技》
　中学女子　総合 １位　草加中学校
　中学女子　８００ｍ走 ２位　小川　陽香（草加中）
　中学女子　８００ｍ走 ６位　水越　麻衣（草加中）
　中学女子　１５００ｍ走 １位　小川　陽香（草加中）
　中学女子　１５００ｍ走 ２位　水越　麻衣（草加中）
　中学男子　２年１００ｍ走　２位　上原　逞雅（栄中）
　中学男子　２００ｍ走 ３位　上原　逞雅（栄中）
　中学男子　４００ｍ走 ５位　兒嶋　遥希（栄中）
　中学男子　４００ｍ走 ６位　鈴木　志晏（両新田中）
　中学男子　　走高跳 ７位　王　　知己（新栄中）
　中学男子　１年走幅跳 ５位　舟山　皓洋（青柳中）
《体操競技》
　男子団体 １位　栄中
　男子個人総合 ３位　神山　遥人（栄中）
　男子個人総合 ５位　山﨑　真颯（栄中）
　男子種目別ゆか ３位　清水　陽斗（栄中）
　男子種目別跳馬　１位　神山　遥人（栄中）
《新体操競技》
　男子個人総合 ３位　中田　萩（草加中）
　男子　クラブ ３位　中田　萩（草加中）
　男子　ロープ ３位　中田　萩（草加中）
《柔道》
　男子個人　６０㎏級　３位　山田　ネリー（谷塚中）
　女子個人　４４㎏級　ベスト８　片野　有貴（草加中）
　女子個人　４８㎏級　ベスト８　佐藤　颯姫（谷塚中）
《相撲》
　男子団体　　　　　　２位　草加中
　男子団体　　　　　　３位　瀬崎中
　男子個人　無差別級　２位　森田　涼（草加中）
《バスケットボール》
　男子　ベスト８　松江中
　男子　ベスト８　谷塚中
　女子　ベスト８　新田中
《バレーボール》
　男子　ベスト８　青柳中
　女子　ベスト８　谷塚中
《ソフトボール》
　３位　瀬崎中
《水泳》
　男子　１００ｍ平泳ぎ　１０位　鈴木　悠生（瀬崎中）
　女子　２００ｍ平泳ぎ　１２位　秦　愛莉（新栄中）
　女子　４×１００ｍフリーリレー　  第４位　瀬崎中
　男子　４×１００ｍメドレーリレー　第７位　瀬崎中
☆令和元年度　第６５回全日本中学校通信陸上競技大会埼玉
県大会
　中学２年男子１００ｍ走 ２位　上原　逞雅（栄中）
　中学男子２００ｍ走 ３位　上原　逞雅（栄中）
　中学男子４００ｍ走 ４位　兒嶋　遥希（栄中）
　中学男子４００ｍ走 ５位　鈴木　志晏（両新田中）
　中学１年男子１５００ｍ走　６位　梅原　理生（谷塚中）
　中学男子走幅跳 ８位　佐々木　輝（新田中）
　中学女子８００ｍ走 １位　小川　陽香（草加中）
　中学女子８００ｍ走 ３位　水越　麻衣（草加中）
　中学女子１５００ｍ走 １位　小川　陽香（草加中）
　中学女子１５００ｍ走 ６位　古谷野百香（谷塚中）
☆第８７回　埼玉県駅伝競走大会
　中学校女子の部　２位　草加中

　中学校女子の部　区間賞　第１区　小川　陽香（草加中）
　中学校女子の部　区間賞　第５区　水越　麻衣（草加中）
☆令和元年度　関東中学校総合体育大会（関東大会出場者）
《硬式テニス》
　男子シングルス　　根本　圭柊（草加中）
　男子シングルス　　丸谷　圭介（瀬崎中）
　男子シングルス　　池田　凌成（草加中）
　男子ダブルス　ベスト８　丸谷　圭介（瀬崎中）
　　　　　　　　　　　  瀬尾　涼斗（瀬崎中）
　男子ダブルス　　　池田　凌成（草加中）
　　　　　　　　　　根本　圭柊（草加中）
　女子シングルス　　増川　日和（草加中）
《陸上競技》
　女子　８００ｍ走 ２位　小川　陽香（草加中）
　女子　１５００ｍ走 ４位　水越　麻衣（草加中）
　男子　２年１００ｍ走　１位　上原　逞雅（栄中）
《体操競技》
　男子団体　　３位　栄中
　男子種目別ゆか　５位　清水　陽斗（栄中）
　男子種目別跳馬　２位　神山　遥人（栄中）
《相撲》
　男子団体　３位　草加中
　男子団体　瀬崎中
　男子個人　無差別級　ベスト１６　森田　涼（草加中）
《水泳》
　男子　１００ｍ平泳ぎ　　鈴木　悠生（瀬崎中）
　女子　２００ｍ平泳ぎ　　秦　愛莉（新栄中）
☆第２７回　関東中学校駅伝競走大会
　中学校女子の部　１０位　草加中
　中学校女子の部　区間賞　第１区　小川　陽香（草加中）
令和元度　全国中学校総合体育大会（全国大会出場者）
《硬式テニス》
　男子ダブルス　ベスト８　丸谷　圭介（瀬崎中）
　　　　　　　　　　　  瀬尾　涼斗（瀬崎中）
《陸上競技》 
　女子　８００ｍ走 ２位　小川　陽香（草加中）
　女子　８００ｍ走 ８位　水越　麻衣（草加中）
　女子　１５００ｍ走 ２位　小川　陽香（草加中）
　女子　１５００ｍ走　１１位　水越　麻衣（草加中）
　男子　１００ｍ走　　上原　逞雅（栄中）
《体操競技》
　男子団体　　５位　栄中
《相撲》
　男子個人　無差別級　　森田　涼（草加中）
《水泳》
　女子　４×１００ｍフリーリレー　瀬崎中
☆第７４回　国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体２０１９
　少年女子Ｂ１５００ｍ　５位　小川　陽香（草加中）
☆第５０回　ジュニアオリンピック陸上競技大会
　女子Ｂ１５００ｍ　　１位　水越　麻衣（草加中）
☆第３５回　東日本女子駅伝大会
　第４区　　　区間賞　小川　陽香（草加中）
☆皇后盃　第３８回　全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
　第３区出場　　　小川　陽香（草加中）
　第８区出場　　　水越　麻衣（草加中）
☆令和元年度　第６０回　埼玉県吹奏楽コンクール　埼玉県大会
　中学校Ａの部　金賞　代表　青柳中
☆令和元年度　第２５回　西関東吹奏楽コンクール
　中学校部門Ａの部　金賞　代表　青柳中
☆令和元年度　第６７回　全日本吹奏楽コンクール
　中学校部門Ａの部　銀賞　青柳中
☆令和元年度　第４３回　埼玉県アンサンブルコンテスト　埼
玉県大会
　金賞　代表　青柳中（木管八重奏）
　銀賞　青柳中（金管八重奏）
☆令和元年度　第２５回　西関東アンサンブルコンテスト
　金賞　青柳中（木管八重奏）
☆令和元年度　埼玉県中学校新人体育大会（県大会入賞者）

《陸上競技》
　中学女子　総合 ４位　草加中学校
　中学女子　８００ｍ走 １位　水越　麻衣（草加中）
　中学女子　１５００ｍ走 １位　水越　麻衣（草加中）
　中学男子　総合 ６位　栄中学校
　中学男子　２年１００ｍ走　３位　上原　逞雅（栄中）
　中学男子　２００ｍ走 ２位　上原　逞雅（栄中）
　中学男子　３０００ｍ走 ４位　吉倉ナヤブ直希（草加中）
　中学男子　　走高跳 ２位　王　知己（新栄中）
　中学男子　　走高跳 ４位　山下　優人（新栄中）
　中学男子　　走幅跳 ８位　菊池　優斗（川柳中）
《体操競技》
　男子団体 １位　栄中
　男子個人総合 ２位　清水　陽斗（栄中）
　男子個人総合 ４位　神山　遥人（栄中）
　男子個人総合 ５位　新倉　優翔（栄中）
　男子個人総合 ６位　平川　和輝（栄中）
　男子種目別ゆか ２位　清水　陽斗（栄中）
　男子種目別ゆか ３位　新倉　優翔（栄中）
　男子種目別跳馬　１位　神山　遥人（栄中）
　男子種目別跳馬　３位　清水　陽斗（栄中）
　男子種目別鉄棒　２位　新倉　優翔（栄中）
《新体操競技》
　男子個人総合 ２位　並木　洋哉（瀬崎中）
　男子個人総合 ４位　市塚　結喜（草加中）
　男子　スティック　２位　並木　洋哉（瀬崎中）
　男子　スティック　３位　市塚　結喜（草加中）
　男子　リング ２位　並木　洋哉（瀬崎中）
　男子　リング ４位　市塚　結喜（草加中）
《柔道》
　男子個人　９０㎏超級　ベスト８　野崎　涼太（谷塚中）
　女子個人　５２㎏級　　２位　齋藤璃理南（谷塚中）
《相撲》
　男子団体　　　　　　　 ３位　谷塚中
　男子団体　　　　　　ベスト８　草加中
　男子個人　無差別級　　 ３位　小林　励也（草加中）
　男子個人　無差別級　ベスト８　冨永　凱士（草加中）
　男子個人　無差別級　ベスト８　斉藤　榛（栄中）
　男子個人　無差別級　ベスト８　野崎　涼太（谷塚中）
　男子個人　軽量級　　ベスト８　鈴木　透真（谷塚中）
《バスケットボール》
　男子　ベスト８　瀬崎中
　女子　　 ２位　新田中
《バレーボール》
　女子　ベスト８　谷塚中
《ソフトボール》
　２位　谷塚中
《水泳》
　男子　　総合 ４位　瀬崎中学校
　男子　５０ｍ平泳ぎ １位　鈴木　悠生（瀬崎中）
　男子　５０ｍ平泳ぎ ８位　佐藤　遥幸（栄中）
　男子　１００ｍ自由形 ２位　加崎　晟惟（新田中）
　男子　１００ｍ背泳ぎ ６位　山下　薪人（瀬崎中）
　男子　２００ｍ背泳ぎ ７位　岩﨑　蓮斗（瀬崎中）
　男子　２００ｍ個人メドレー ７位　東郷　新平（瀬崎中）
　男子　２００ｍフリーリレー ６位　瀬崎中
　男子　４００ｍメドレーリレー ６位　瀬崎中
　女子　　総合 ４位　瀬崎中学校
　女子　５０ｍ自由形 ７位　大塚　美怜（瀬崎中）
　女子　５０ｍ平泳ぎ ６位　秦　愛莉（新栄中）
　女子　２００ｍ自由形 ４位　内堀　瑠璃（瀬崎中）
　女子　２００ｍ平泳ぎ ９位　鈴木のどか（瀬崎中）
　女子　２００ｍ個人メドレー ４位　笹﨑　実希（瀬崎中）
　女子　２００ｍ個人メドレー　１０位　原　菜々花（草加中）
　女子　２００ｍフリーリレー １位　瀬崎中
　女子　４００ｍメドレーリレー ４位　瀬崎中

以下につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため変更になる場合があります。

１　試 験 日　令和２年10月２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　Ａ日程　令和２年11月８日（日）
　　　　　　  Ｂ日程　令和２年11月15日（日）

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２年度は原則として次の日程です。
　　６月13日（土）、７月11日（土）、９月12日（土）、

11月７日（土）、１月９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　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12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2年5月20日号　

●所在地…草加市松原一丁目１番９号
●電　話…０４８（９４６）３０００
●ＦＡＸ…０４８（９４４）３８００

●アドレス…www.d-library.jp/sokad/

■ 電子図書館サービスを始めました
　インターネットにつながるスマートフォン、タブレット端末、パソコンから
いつでもどこからでも電子書籍を借りて読むことができる電子図書館サービ
スを始めました。

※空調設備等改修工事についての詳細は、
　広報そうか・図書館ホームページをご覧ください。

草加初の街路灯・草加神社標柱

訪ねてみました　　　　  …㉒文化財文化財

教育支援室の利用案内

　今から 94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
●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、

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
●入 館 料…無料

小・中学生のいじめ・不登校等の学校生活の相談や
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～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。

相談の手順相談の手順
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“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

開催日 企画展名
６月23日（火）～７月７日（火）
８月１日（土）～10月４日（日）
９月１日（火）～９月13日（日）
11月３日（火）～12月27日（日）
２月２日（火）～３月７日（日）

ミニ企画「七夕かざり」
夏季企画展「だんち展」
ミニ企画「重陽の節句展」
秋季企画展「森村桂と豊田三郎」
冬季企画展「桃の節句展」

中央図書館 《４月１日に開館20周年を迎えました》
開館20周年記念事業

体験教室内容
●小学生向けれきみん体験教室

開催日
６月27日（土）

７月18日（土）

８月１日（土）

８月22日（土）

11月７日（土）

11月14日（土）

12月12日（土）

１月９日（土）

２月20日（土）

通年

「七夕かざりを作ろう」

「火打ち石・火起こしとせんべい焼き」

「竹とんぼ・竹水鉄砲」

「藍染めハンカチ」

「土器に触って、原始の草加を学ぼう」

「まが玉作り」

「和凧作り」

「昔遊び大会」

「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

※実施日及び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

10月中　2～3回
11月中　2～3回
１月23日（土）
毎月第１・３週（木）
毎月第２・４週（木）

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）
れきみん体験教室「まが玉作り」
古文書基礎講座
古文書応用講座

※ほか、歴史について講演を行う、れきみん講座を適宜開催します。
※実施日及び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。

●企画展

対象者
貸出・予約点数
貸出期間
予約点数

利用方法

市内在住、在勤、在学者
１人３点以内
１５日間
１人３点以内
草加市電子図書館にアクセスし、ＩＤ（９桁の図書館利用
カードの番号）とパスワードでログインします。

■ 「中央図書館」は８月上旬に再オープンします
　空調設備の改修や照明器具のＬＥＤ化工事が終わり、３階一般室と４階児
童室の閲覧席と書架が快適に利用できるようになります。また、３階一般室に
Wi-Fi を導入したインターネットコーナーを設置します。調べものや学習の
ためにご利用ください。

11月 14日（土・県民の日）に記念事業「読書をテーマにした講演会」などを行います。詳細は広報そうかや図書館ホームページでお知らせします。

●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
内いたし
ます。

　令和と異なり、明治から大正への
お代替わりは、深い悲しみと大きな
不安の中で迎えましたが、政府は
新天皇の即位式を厳粛かつ盛大に
執り行うこととしました。
　式は、大正４年(1915)11月10日
に京都御所で行われ、それに向け各
地でも様々な奉祝行事が展開され
ました。草加町でも、旧宿場一丁目
の有志により、明治42年(1909)に
社号を改めた草加神社への参道入
り口を示す標柱を、日光街道に面し
て建立しました。この年６月、草加
町にも電力が供給され、標柱の頭部
には丸い電灯がともりました。まさ
に、草加市域で初めての街路灯で、

当時の人々が初めて接する電灯の明かりは、宿場通り
を明るく照らしてくれるばかりでなく、希望に満ちた
新しい時代の幕開けを示してくれました。

4階

3階

児童室・おはなし室
・多目的ホール

一般室
・展示ギャラリー

絵本・紙芝居、読み聞かせ、イベント

レファレンスコーナー、インターネットコーナー
郷土資料コーナー、ヤングアダルトコーナー
新聞・雑誌コーナー、展示コーナー　等

 れい わ　　　　　　　　　めい じ　　　　たいしょう

 　　　　　　  そく　い　しき

　　　　　 　　　　　 そう  か じんじゃ

図書館ホームページ
ＱＲコード

施 設 情 報

電子図書館
ＱＲコード

昨年度実施のれきみん講座の様子
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