地域の特色ある教育活動を応援し、開かれた教育環境を推進していくた
めの情報を掲載していきます。

したり、少人数でグループ

は、クラスの定員数を減ら

きっこ推進事業（楽しく学ぶ学級

実施している「のびのびいばら

内容については、現在茨城県が

るものです。

学習したりする動きが広がってい

づ く り 事 業）」で は、小 学 校 １

公立小学校・中学校で

ます。これは子どもの個性に応じ

年・２年生の

人を超える学級を

たきめ細かな教育をすることで、

導なども充実させることが狙いで

学力の向上ばかりでなく、生活指

は１学級増（教員１名増員）、

を超える学級が３学級以上の学校

対象に学級編成の弾力化で「

人
す。

35

35

とがより効果的であり、かつ教師

学習・生活集団を少人数化するこ

ばし、豊かな人間性を育むために

鹿嶋市でも、子どもの個性を伸

に加え、４月からは市独自に１学

となっています。鹿嶋市ではこれ

校は非常勤講師を各学級に配置」

人を超える学級が１～２学級の学

人で学級編成を行っていきま

級

す。

人学級編成を実施するた

１年・２年生での少人数学級の必

基礎・基本学力の定着など小学校

とされる小１プレブレム問題や、

ち着かないなど学級経営が難しい

近年、授業中にそわそわして落

りますが５人～７人を予定してお

担教職員の採用は、学級編成によ

にしました。平成 年度の市費負

教職員を選考・採用していくこと

歩踏み込んで、市独自で市費負担

め鹿嶋市は、茨城県の基準から一

この

要性が求められてきています。市

ています。

動を展開することが可能と認識し

が子どもの多様性に応える教育活

35

り、現在第１次選考試験と第２次

30

30

教育基本計画策定時のアンケート
％が

人から

の結果でも、保護者の約
生の約

選考試験が終了しています。

年生にまで、拡大

していきます。

年

％、先

が、 年度から２

１学年のみです

度の本市独自の少人数学級編成は

人学級を編成す

市では平成 年度４月より小学校
１年生を対象に

20

人の学

30 80

こうしたことを踏まえて、鹿嶋

級編成を望んでいました。

25

30

20

21

90

20
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▲少人数学級の授業風景

「
地域と共にある」
学校づくり

ー豊郷小学校ー

本校は、北浦の南西部に位置し、東

きた い世界の 国」（国際理 解）で

３年生のテーマは、「知りたい聞

人々の苦労や知恵を学ぶことができま

「米」の す ば ら し さ、生 産 し て き た

て、私たちの「いのち」を支えている

夫」を学びました。すぐれた主食とし

に、児童とのふれあいを大事にしなが

体を鍛える児童の育成」を教育目標

「自ら学び、豊かな心をもち、進んで

かな場所にあります。

く筑波山に沈む夕日がきれいな自然豊

側に鹿島台地、西側に北浦を望み、遠

す。地域に住む外国の方を招いての

した。

ぶ学習ととらえ実践しています。

交流授業などを通して、いろいろな

ら「明るく楽しい学校」「美しく活気

本校では「生き方」を学ぶ大切な学習

今年度の研究テーマは、「地域の特

６年生のテーマは、「広げようふれ

議会の方のご指導をいただきながら、

国の人たちが、様々な自然や環境の

４年生のテーマは、「探ろう 守

「アイマスク・シニア体験」「ボラン

のある学校」「地域と共にある学校」

みんな の自 然」（郷 土・環

あ い、見 つ め よ う 自 分 と 地 域」（福

ろう

ティア活動」を行いました。お年寄り

中で一生懸命暮らしていることに気

境）です。身近な自然「海」に着目

や障害のある方の立場に立って、精一

をめざしています。

し、郷土に伝えられる塩作り「文太

杯生きること、認め合い励まし合うこ

５年生のテーマは、「米はみんなの

として今後も取り組んでいきたいと考

●鹿嶋市立幼稚園の卒園式は、３月18日（火）です。

祉・ボランティア）です。社会福祉協

長者」の伝説を学び、「塩作り」や

との大切さを感じ取ることができまし

宝物」（生産・勤労）です。地域の方

えています。

▲育成会の手作り提灯を囲み、手を伸ばす子どもたち

づくことができました。

「海岸清掃」を行いました。先人の

た。
新指導要領では、総合的な学習の時間

知恵や努力を知り、「いのち」のも
とである「海」や「自然」を守ること

の協力を得て、校内の田んぼで「米作

の削減が検討されています。しかし、

本校では、総合的な学習の時間を豊

り」。農政局の方をゲストテーチャー

の大切さを学ぶことができました。

かな体験と人とのかかわりを通して、

に「米のすばらしさ」や「米作りの工

「
生き方」
を学ぶ総合学習

「いのち」の大切さや「生き方」を学

ー中野東小学校ー

▲海岸で汐を汲む４年生（荒野海岸で）

性を生かし、自ら学び、豊かな心で生
は、北浦や谷津田を生かした環境学習

したりする活動もしています。二つ目

にを」「どれだけ」「どう選んで食べ

をただ漫然と食べるのではなく、「な

津田にしよう」を合い言葉に、北浦や

たくさん取りすぎないようにと」栄養

ています。

る食教育に対しても効果があるとされ

を考え実践できるようになる、いわゆ

がら生徒自身が食を通して健康づくり

き生きと活動できる児童の育成をめざ
汚染された北浦へ流れ込む川の上流

る」か、選ぶ喜びや楽しさを味わいな

タ ー・農 業 公 社・谷 津 田 を 再 生 す る
を調べたところ、荒れた谷津田に豊富

です。

会・ＮＰＯアサザ基金など地域の多様
なわき水があることや、沢ガニや川ト

し て」で す。豊 郷 ま ち づ く り セ ン

な施設や人々とともに、特色ある教育
息していることに気づきました。地域

ンボ・ホタルなどの多様な生き物が生

活動の様子を２つご紹介します。一
の人々の協力で「ホタルいっぱいの谷

活動を進めています。
月に実施される豊郷ま

つりです。豊郷まちづくりセンターを

生き物にやさしい無農薬の米作りなど

つ目は、毎年
中心に、「鹿嶋の伝統である祭頭祭や
に挑戦しています。

メニューは、赤飯やわかめご飯のおに

提灯祭を子どもたち全員に体験させた
い」という願いから、太鼓保存会や育

き玉子、鶏肉和風マリネなど主菜のほ

キン、エビフライ、さば塩焼き、厚焼

ン、揚げパンなどの主食にフライドチ

ぎり、ミニ太巻き寿司、デニッシュパ

▲谷津田に通じる荒れた小道を整備する子ど
もたちと地域の人々

卒業前にバイキング給食

月から練習に取り

成会の協力を得て
組んで実施しています。また、学習の
成果を発表したり、自分たちで作った

ー鹿嶋市立学校給食センターー

ン、花みかん、プチトマト、プチケー

かに、ゆで野菜や筑前煮、プチグラタ
月５日の鹿野中学校を皮切り

卒業祝いの思いを込めて、学校給食

士からの指導を受けながらも、中に

●鹿嶋市立中学校の卒業式は、３月１１日（火）です。

10

お米やサツマイモなどを模擬店で販売
昨年

キ、ゼリーなど数多くの料理が並びま

に今年の１月

した。
生徒らは、「食べられる量、栄養面

センター（大野中学校は単独で実施）

は、トレイに好みの料理を山盛りして

などのバランスを考えて選ぶ、一度に

が作っています。バラエティー豊かな

満足顔の生徒も見られました。

た。

恒例のバイキング給食が行われまし

すべてで卒業を目前にした３年生への

30

料理を味わいながら、友達や先生と３

バイキング給食は、提供された給食

▲一人ひとりトレイに好きなものを…。

▲友達や先生とのバイキング

日までに五つの中学校

12

年間の思い出に浸りました。

▼数多くの料理の品々

11

図書館からのお知らせ

年度に行った図書館の主な

シリーズ」が圧倒的な人気で、高学年の
部では「ハりーポッターシリーズ」や
「マジックツリーハウス」のシリーズが
よく読まれているようです。
また図書館では毎年中学生の職場体験
を受け入れています。今年も市内や近隣

小学校の学校図書室が学校図書館として

ターも一台増やしました。７月には波野

ち上げる予定で準備を進めています。い

の３月に図書館独自のホームページを立

最後になりましたが、図書館では今年

【第２部】講演「幸せの条件～より良い人間関係のために～」
講師 大谷 徹奘 氏
（薬師寺執事・薬師寺東関東別院 水雲山 潮音寺 副住職）
定員：１８０名（先着）
参加費：無料 ※託児有り（無料）
申込方法：3月14日（金）までに電話・FAX・メールのいずれかにて、「家
庭教育を考える集い申込み」と題し、①氏名②地区名③託児の有無を記入し
て、下記へ申込み。
（当日受付可）

ー鹿嶋市立中央図書館ー
平成
活動についてお知らせいたします。
す。皆さん一生懸命に仕事をしてくれま

地域の中学校から職場体験に訪れていま

て、図書館の貸出・返却などを行ってい
す。図書館に対しての理解も深まり、こ

６月に約２週間のお休みをいただい
るコンピューターと、館内の資料を検索

リニューアルオープンしました。これは

つでも図書館の新しい情報を提供できる

うした経験が今後の学習や生活に役立っ

「本大すきっ子推進プラン」と「鹿嶋市

ようになります。新着情報や図書館のお

するＯＰＡＣの入れ替え作業をして、イ

子どもの読書推進計画」により実施した

すすめ本の紹介、行事のお知らせなど盛

てくれたらいいと思います。

ものです。波野小学校の図書がデーター

りだくさんの情報を提供する予定ですの

●鹿嶋市立小学校の卒業式は、３月21日（金）です。

氏

徹奘

▲大谷

●鹿嶋市市民協働部生涯学習課
TEL 0299-82-2911 内線297
FAX 0299-82-2915
メール syougai1@city.ibaraki-kashima.lg.jp

ンターネットが使用できるコンピュー

ベース化されて中央図書館とネットワー

でどうぞお楽しみにお待ちください。

さい。なお、図書館に購入してほしい図書のリクエストは

に限ります。詳しくは図書館のカウンターにてお尋ねくだ

ぞご利用ください。但し、予約できるものは貸出中の資料

いましたが、今後はネット上での予約ができますのでどう

す。今までは用紙に記入して予約を申し込んでいただいて

たは携帯サイトからの蔵書検索及び予約が可能になりま

ネット予約も始める予定でおります。ご自宅のパソコンま

ホームページの立ち上げに伴ない、４月からインター

クを結びました。これにより中央図書館
と情報が共有化でき、より多くの図書と
触れあい、楽しむことができるようにな
りました。子どもたちには大変好評で、
本に興味を持ち中央図書館に通う子ども
たちが増えたようです。
また、今年度小学生に利用の多かった
図書ベスト１・２についてお知らせいた
します。小学校低学年の部では「かいけ
つゾロリシリーズ」と「怪談レストラン

②少年の主張発表
一ノ戸 崇さん（鹿島中学校１年）「ありがとう」
関谷 奈々さん（鹿島中学校１年）「おじいちゃんからの遺言」
内田 美優さん（平井中学校３年）「いじめがある世の中を生きる」
内容：【第１部】社会教育活動の発表
①鹿嶋の語り部発表
鹿嶋語り部の会

19

健康で心豊かな「鹿嶋っ子」の育成はすべての市民の願いです。
鹿嶋市家庭教育推進協議会では、親として、地域の大人としてどのように子ども達に接し、より良い人間関係
を築きあげていくかを考える機会として「家庭教育を考える集い」を開催します。
お誘いあわせのうえ、ふるってご参加ください。
日時：平成２０年３月１６日（日） 午後１時３０分～午後４時（受付開始１時）
場所：鹿嶋勤労文化会館２階 研修室２

