平成 27 年（2015 年）9 月 1 日

えびなの教育

編集・発行 海老名市教育委員会
〒243-0492 海老名市勝瀬 175-1
046（231）2111

《主な内容》

海老名市教育委員会で
は、これまで６年間実施し
てきたサマースクールを、
今年度から「えびなっ子
スクール」と改め、市内の
小学校で開催しました。

↓市のホームページへはこちら

発行 年 3 回・12500 部

1 面 えびなっ子スクール開催
相模国分寺むかしまつり開催
2 面 海老名市教育大綱を策定
中学生の栄養と食事
3 面 「図書館カード」更新と新規発行
の事前受け付け
ひびきあう教育研究発表大会開催
4 面 えびりーぶからのお知らせ
教育長コラム
【写真上】柏ケ谷中学校吹奏楽鑑賞
（柏ケ谷小学校）
、
【写真左】紙すき（
【
和紙作り＝今泉小学校 、
) 写真右】
廃油ロウソク作り（杉久保小学校）

えびなっ子スクールは、海老名市の教育理念である「ひびきあう教育」のもと、
「学校・家庭・地域が
ひびきあう」ことをめざし、保護者や地域の方々にも子どもたちの教育に関わることを呼びかけ、とも
に 育ち合う 関係を築くことを意図し、実施しているものです。
今年度は、各小学校に設置された学校応援団運営委員会（以下、
「学校応援団」
）が主体となり、
「地域
の人々や自然とふれあい、さまざまなことを学ぶ」ことを目的とし、それぞれの地域や学校の特性に応
じた様々なプログラムによるえびなっ子スクールが展開され、多くの児童が参加しました。
※学校応援団によっては、これまでどおり「サマースクール」と呼称したり、独自の呼称をつけたりして、えびなっ子スクールを実施して
います

相模国分寺跡で、歴史イベント
「相模国分寺むかしまつり」開催します！！
参加無料
日時
場所

きてにゃ

10 月 18 日（日） 10 時〜15 時
相模国分寺跡（海老名市国分南一丁目 19 ※海老名駅東口から徒歩 10 分）
（雨天：国分コミュニティセンター）
かっちゅう

内容 甲 冑 ・古代の衣装体 験
昔あそび

火起こし・焼いもづくり

土器の模様の缶バッジ作り

弓矢体験

縄文時代の編み物

昔のおもちゃ作り

スタンプラリー

クイズ

おはやし・ささら踊り・子ども歌舞伎の舞台など ★食べ物やお菓子の販売もあるよ♪
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海老名市教育大綱を策定

「しあわせ」をはぐくむ教育のまち海老名
市では、４月５日に開催した 「第１回海老名市総合
教育会議」において、
「海老名市教育大綱」を策定しま
した。
子どもたちの今と将来のしあわせと、家庭・学校・地
域がともに成長できる社会、より良い環境づくりを目指
します。
詳細は、市役所・市ホームページで公開しています。
【教育大綱とは】
市の教育や文化振興などに関する総合的施策について、目標や施策の根本となる方針
を定めるもので、総合教育会議の場で、協議・調整し、市長が策定します。策定した大
綱の下、市長および教育委員会が各所管事務を行っていきます。

中学生の３年間は、身長や体重だけでなく、目に見えない
体内の臓器も活発に発達しています。この時期に、食事の量

中学生の栄養と食事

を制限したり、栄養のバランスのとれていない食事をしたり

〜充実した中学校生活を送るために〜

していると、成長に必要な栄養素が不足するばかりか、一生
の健康にも影響することがあります。

中学校給食（弁当併用外注方式）
は文部科学省の「学校給食摂取基準」
をもとに、市の専任栄養士が献立を
作成しています。

食べ盛りの中
学生が満足で
きる献立・ボ
リュームを考
えています。

一日３食の食事が鉄則。午前中から活発に活動できるよう
に、朝食をしっかり摂りましょう。
中学生は、成人に比べ、たんぱく質・カルシウム・鉄の摂
取量が多くなっています。
３度の食事に、主食・主菜・副菜をそろえて食べることが
大切です。ごく普通の食品を、上手に組み合わせた食事を
毎日摂ることがよいのです。

身体を作る成長
期に摂取してほ
しい食材をとり
入れるように考
えています。

食材は、できるだけ国産のもの
を使い、栄養価の高い旬のもの
を使うようにしています。

●

米飯に代わっ
てパンが出る
日もあります。

年中行事と関わ
りの深い日本の
食文化を意識し、
行事に応じた献
立をとり入れる
ようにしていま
す。

・鶏肉の香味焼き
・五目はるさめ

注文弁当の一例
中学校給食の一例

・厚揚げと野菜の煮付け
・うずら卵の衣揚げ
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エネルギーへの代謝、
成長への代謝を活発に
するにはビタミンが大
切。野菜類もたっぷり
使っています。
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海老名市立図書館
「図書館カード」更新と
新規発行の事前受け付けを開始しています
現在、ラミネート加工されている図書館カードをお
持ち方は更新手続きが必要です。同時に、新規発行の
受け付けも行っています。
また、現在お持ちのＴカードに図書貸し出し機能を
追加することもできます。
オープン時は混雑が予想されます。早めの手続き
にご協力ください。
【図書館カードの更新・新規発行手続き場所一覧】
期間

９月 30 日
※施設の休館日
を除く
※9 月 30 日
のみ 16 時まで

↑海老名市立図書館
オリジナルデザインのＴカード

場所

10 時〜17 時

〜

８月 10 日

時間

↑新図書館カード
（素材が変わります）

９時〜19 時

持ち物

市役所１階

・身分証明書（運転免許証など、顔写真と住所が

エントランスホール

記載されているもの。健康保険証など顔写真が
ないものは、公共料金の領収証など現住所が確

有馬図書館

認できる書類が別途必要です）
・図書館カード（お持ちの方）

10 時〜19 時 海老名中央公園

・Ｔカード（お持ちの方で、図書利用機能追加を
10 時〜17 時 文化会館小ホール棟入口

希望する方）

２６

〜当日の発表内容〜

【海老名小学校】
「進んで考え、共に学び合う子どもをめざして
〜自ら問い続ける算数科学習〜」
【中新田小学校】
「自分の考えを持ち、共に学び合う子をめざして
〜生活経験や既習事項を活かし、課題解決ができる指導の工夫〜」
【有馬中学校】
「学力向上に向けての取り組み
〜通常学級での特別支援教育の在り方を通して〜」
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～教育実践や施策などを発表～

２４

ひびきあう教育研究発表大会を開催

８月 日、市文化会館大ホールで「ひびきあう教育研究発表大会」
を開催しました。
この大会は、教職員の研修の場であると同時に、保護者、市民の方々
に海老名市の教育について知っていただき、共に考える場として平成
年度から開催しています。
当日は、市立小中学校教職員をはじめ、市内の幼稚園・保育園・高
等学校の先生、小中学校の保護者、学校評議員、一般市民、合わせて
三七五人が出席し、平成 年度ひびきあう教育研究指定校から校内研
究の取組について発表が行われました。
また、市教育委員会から「これからの海老名の教育」というテーマ
で、今年度から取組が始まった
小中一貫教育と学校応援団について
説明を行いました。
最後に、帝京大学教職員大学院
客員教授の矢野英明先生から、
「どの学校もこれからの教育の
方向性に沿った研究をしている。
今後もぜひ継続してほしい。
」
という講評をいただき、盛会の
うちに終了することができました。
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不登校児童・生徒等のための
〜不登校相談会・進路情報説明会〜
主催：神奈川県学校・フリースクール等連絡協議会
神奈川県教育委員会

〜もう一度確認してみましょう！
スマホの使い方〜
☆スマートフォンの急速な普及に伴い、海老名
市内や近隣市町村において、スマートフォン
を介しての、いじめやトラブル、犯罪被害等
が報告されています。
☆お子様が、被害者にも、加害者にもならない
ために、各ご家庭において、もう一度確認し
てみましょう！！

日時：平成 27 年 10 月 18 日（日）13:00〜16:30
（受付 12:30〜16:00）
会場：あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ）６階
厚木市中町 2-12−15
[小田急小田原線「本厚木駅」から徒歩５分]
内容：フリースクール活動等紹介，個別相談会，進路に
ついて情報提供 等
対象：小・中学生，高校生，高校中退者，保護者，教員等
参加費：無料
申し込み：不要（当日受付）
問合せ先：神奈川県教育委員会教育局支援部
子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ

スマホに限らず、携帯、通信機能付きゲーム機、音楽
プレーヤー等に共通する５つのチェック項目です。

電話 045-210-8292

□友達を傷つける言葉や悪口を書いていませんか？
□他人の個人情報を勝手に書き込んだり、拡散させていませんか？
□SNS や掲示板に投稿した写真データには、個人が特定される情報は含まれていませんか？
□インターネットで見知らぬ人と会う約束はしていませんか？
□スマホ等を長時間使って、寝不足になっていませんか？
（参考：神奈川県・神奈川県警作成 中学１年生保護者向けリーフレット）

ホームページも
ご覧ください

〜第 6 回 「子どもが育つ場所」〜
第二学期が始まり、学校は子どもたちが戻ってきて、元気な声が響いていることでしょう。そして、 保
護者のみなさんの中には、学校が始まってホッとしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
学校は子どもたちが大人になるために、社会人になるために、計画的に教育を受け、「生きる力」を
身につける場です。
「子どもが育つ場所」は？と問われると、私は、家庭と地域だと思うのです。学校はずっと通うわけで
はありません。一方、家庭や地域は、一生をそこで過ごすこともあります。
それでは、家庭や地域はどうあるべきなのでしょう。私は、心が安らぐ、温かい場所で
あってほしいと願うのです。何でも受け入れてくれるようなやさしい場所であってほしいと願うのです。
子どもたちは、そのような環境が整うと、自然とすくすく育つのです。
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次号の「えびなの教育」は１月発行です

教育長コラム

