初めて見る琵琶に興味津々（西郷地区放課後子ども教室）
放課後に子どもたちに遊びや学習、地域の方との交流など多様な経験を提供している「放課後子ども教室」は、現在８つの小学校区で
実施しています。今年度は鶴岡市芸術文化協会と連携し、県総合型文化クラブモデル事業として芸術文化に触れる取り組みを行いました。

P2～3 ・ICT活用事業の概要と取り組みについて
・新教育長のあいさつ
P4～5 ・2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた
取り組み
・給食献立料理教室
・リニューアルした図書館羽黒分館のご紹介
P6
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・平成30年成人式の全市統一開催について
・丸岡城跡史跡公園施設「楽朋館」
・就園・就学の援助に係る制度と教育相談

教育つるおか

平成29年３月１日

ごと

文化箏の演奏に挑戦（おおやま放課後子ども教室）

Information and Communication Technology

ICTの活用で授業が変わる！
学習指導における児童生徒の理解を深めるために

ＩＣＴ＝情報通信技術の積極的な活用が推進されています

を行っています。研究会には、各小

校をモデル校に指定して授業研究会

一名委嘱するとともに、あさひ小学

おいては、次のような効果が期待で

ＩＣＴを効果的に活用した授業に
きます。

急速な情報化やグローバル化の進
展に伴い、子どもたちを取り巻く環

操作に慣れたり授業場面で使える機

機の活用についても研修会を開催し、

また、デジタル教科書や実物投影

用について意見を交わしました。

助言を受けながら、より効果的な活

教員も多数参加し、アドバイザーの

中学校でＩＣＴリーダーをしている

境は大きく変化しています。これか
らの社会を生きる子どもたちには、

①視覚的な効果により、学習
内容が分かりやすくなる
②必要に応じて子ども自身も
機器を操作し、主体的に学
習に参加する

童生徒の発達段階に応じて効果的に

各校においては、教科の特性や児

りの子どもが「分かる・楽しい」と

導力が求められています。一人ひと

すが、教員には一層のＩＣＴ活用指

2
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社会の変化に対応しながら、発達の
段階に応じて主体的にＩＣＴ（情報
通信技術）を活用する力が求められ、
学校教育には、各教科等の学習を通
して情報活用能力を育成することが
求められています。

能を確かめたりしました。

最近では、ほとんどの学校でＩＣ

活用することで分かりやすい授業を

目を輝かせることができるよう、今

③情報交流が活発になり、協
働的に学習が進む

このような社会の流れを受けて、

展開し、課題の発見や解決に向けた

後も授業改善に取り組んでいきます。

Ｔを活用した授業が展開されていま

本市教育委員会においても、各学校

主体的・協働的な学びが実現するこ

整備の状況と
期待される効果

のＩＣＴ環境整備を進めているとこ

教員のＩＣＴ指導力の
向上を目指して

とを目指しています。

平成二十一年度に、各小中学校に
電子黒板を一台ずつ、小中学校の普
通教室等に計六百二十三台の大型テ

広まりつつあるＩＣＴ活用ではあ

レビを整備したのを皮切りに、平成
二十七年度から三年計画で、各学校

りますが、各種機器の整備はまだ十
なＩＣＴを活用した学習指導を推進

にタブレット型パソコンを五〜十台
さらに、パソコン等の機器を使っ

していく上で何より重要なのは、必

分とは言えません。また、このよう
て操作するデジタル教科書も段階的

要な場面で適切に使うことができる

整備しています。

に整備し、平成二十七年度に小学校

教員の指導力です。
Ｔ活用推進事業」の一環としてアド

そ こ で、 教 育 委 員 会 で は、「Ｉ Ｃ

五年生の算数、平成二十八年度は中
学校全学年の数学と中学校一年の英
語に導入しました。

バイザーを二名、活用推進協力員を

を活用し
大型テレビ

て分かりや

すく！

ろです。

I
C
T

私たちのグ
ループの考
えを説明し
ます！

☆各学級に１台ある大型テレビに
撮影したものを映し出しています

ＩＣＴを活用することで、
個々の頭の中の考えを「見え
る」ようにしたり、イメージ
しにくいことを視覚的に補
ったりすることができます。
一人ひとりがより深く理解
することを目指して授業に
取り入れています。

1000円から265円を
引くんだから・・・

答えが分かったよ。みんなに
説明できるようにカメラで記
録しておこう！

☆タブレット（タッチ画面式の携帯パソコン）
のカメラ機能を使って撮影しています

加藤

忍

小学校二十九校が「音楽交流会」を、中学校十一校が「合

島和世氏設計による新文化会館が完成し、そこで鶴岡市の

岡の底力を見せてくれました。この秋、世界的建築家の妹

を、鶴岡土曜会混声合唱団が銀賞を受賞し、合唱のまち鶴

全国大会では鶴岡三中が金賞・高松市教育長賞（三位相当）

受賞し日本一に輝きました。また、全日本合唱コンクール

今年度、鶴岡北高がＮＨＫ全国音楽コンクールで金賞を

教育長

『胸を張り鶴岡を語れる子に』





☆まずは、教具を使って自分たちの考えを
出し合います

同音楽会」を開催する予定です。合唱を通して自信や成就

感、仲間との一体感を味わうことができる機会になること
を願っています。

未来を担う子どもたち一人ひとりが、夢や目標、志に向

かって努力を重ね、なりたい自分になれるように、そして

社会に貢献できるように、学校と家庭・地域、行政が一体

となって本市の教育を推進していきたいと考えます。

また、鶴岡の歴史や文化、先人に学び、鶴岡の今を知り、

胸を張って鶴岡を語り、ふるさと鶴岡を愛する心を、未来

を担う子どもたちに育んでいきます。ふるさとを愛する心

を持った子どもたちは、きっと地域にも貢献してくれるこ
とでしょう。

平成29年３月１日
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あ さひ小学 校

IC

T

進事
活用推

業モデル校の 取

り組

み

３年生の算数の授業をのぞいてみましょう
大きな数の計算の仕方を一生懸命考えたり
説明したりしています






ます。日本・地域の伝統文化との違

ザールブリュッケン市を、榎本市長

までは、関係者に事前視察を促しな

を行います。競技・種目が決定する

相手国の大会出場選手が事前合宿

寿思氏（アテネオリンピック体操男

また、平成二十九年一月には、水鳥

に前向きな発言をいただきました。

いて説明を行い、先方からは、交流

が表敬訪問しています。ホストタウ

事前合宿を含めて交流を行いたいと

がら交流を行います。ドイツ連邦共

子団体金メダリスト）を招き、講演

二〇二〇東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて

いう申し出があり、九月にモルドバ

和国は、パラリンピック選手が多く、

会・交流会を開催しました。

ンの取り組みや本市の特長などにつ

共和国の在日大使が本市を訪れ、市

世 界 で も ト ッ プ ク ラ ス で す。「 ボ ッ

いを学びます。

長への表敬訪問と視察が行われまし

チ ャ」や「 陸 上 競 技 の 投 て き 」な ど の

○事前合宿の誘致

国では、二〇二〇年に開催される
た。これを受けて、本市では、モル

選手を誘致していきます。

二〇二〇東京オリンピック・パラ

4
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ホストタウン推進事業の取り組み

「東京オリンピック・パラリンピック
ドバ共和国もホストタウンの相手国

「ホストタウン」とは

競技大会」に向けて、大会参加国・

日本人の現役選手や元選手、関係

○市民と日本人オリンピアン・パラ

なお本市では、具体的な取り組み

者を招いて、講演会・交流会を行い

リンピアンの交流

て登録認定を進めています。これは、

を推進するため、商工観光・農業・

ます。

として十月に追加申請し、十二月に

大会の開催に伴い、多くの選手や観

福祉・学校・スポーツ・国際交流の

○相手国の応援

国の登録が認定されました。

客が日本へ来訪することを契機とし

各関係団体などから選ばれた方々を

地域との交流に取り組もうとする地

て、人的・経済的・文化的な相互交

構成員とする「鶴岡ホストタウン推

援します。

方公共団体を「ホストタウン」とし

流を全国的に推進していこうとする

進委員会」を十月に設立しました。

○相手国との交流

大会期間中は、相手国の選手を応

ものです。

交流計画の概要は次のとおりです。

本市は、ドイツ連邦共和国を相手

行います。また、大会終了後も、青

リンピック競技大会に向けたホスト

大会の競技終了後は、選手や関係

少年の相互交流、農業・食文化・観

タウンの取り組みは、会場となる東

国としてホストタウンの交流計画を

光資源についての情報交換や関係者

域の活性化が期待されます。本市で

こととなり、交流人口の拡大や、地

加国・地域の選手や関係者が訪れる

京都はもとより、全国各地に大会参

者を本市に招き、市民との交流会を

交流計画の概要

大会前や開催期間中だけでなく、

二〇二〇東京大会を
皆で盛り上げよう

の相互往来を継続していきます。

作成・申請し、平成二十八年六月に
国の登録が認定されました（この時
点で全国九十一の地方公共団体が登
国として申請した理由には、日本ス

将来に渡って県や市の魅力を相手国

○山形県・鶴岡市の魅力発信

ポーツ少年団が毎年実施している

に発信します。観光資源や食文化、

録認定）
。ドイツ連邦共和国を相手

「 日 独 同 時 交 流 事 業 」 に お い て、 本

農産物や産業など、あらゆる分野を

ざまな分野の交流を推進していきま

市からの派遣や受入の実績が多く、

すので、市民の皆様のご理解とご協

は、交流計画に沿って、今後もさま
取り組みの初年度である平成二十

発信します。
八年度は、十月にドイツ連邦共和国

力をお願いします。

市民交流の基礎があったということ

相手国の在日大使館職員の方など

の南西部に位置するザールラント州

○相手国に関する勉強会の開催

また、この認定をきっかけとして、

を招き、文化や言語について学習し

が挙げられます。
東ヨーロッパのモルドバ共和国から、

ザールブリュッケン市での会談の様子

鶴岡市学校給食 セ ン タ ー 主 催

新しい図書館羽黒分館をご利用ください

的に、給食献立の料理教室を実施し

の取り組みなどを紹介することを目

家庭での給食への理解と、鶴岡市

鮮焼きや、

鶏肉の朝

気の高い

献立で人

た。希望

を通り、市民ホールを抜けると当館

温かみあるデザインの一階事務室前

地元産の杉をふんだんに利用した

の高い図書館サービスの提供に努め

ただけるように、利用しやすく、質

して、どなたにも読書を楽しんでい

今後も、地域の生涯学習の拠点と

◆◇◆

ました。八月九日に行われた教室に
バイキン

に至ります。中央に吹抜けを設けた

てまいります。羽黒庁舎とひとつな

羽黒庁舎の隣にリニューアル開館

は、小学生とその保護者十三組三十
グ給食の

館内は、明るく開放感にあふれ、閲

がりになった当館に、どうぞお気軽

◆◇◆

六名が参加しました。
メニューでもあるひじきサラダなど

覧コーナーの窓外には、雄大な鳥海

おうちでもできる給食献立料理教室

であること、地産地消に積極的に取

全八品を班ごとに担当し調理しまし

までも行事食や郷土料理を取り入れ

に盛り付け、全員でバイキング形式

できあがった料理はそれぞれ大皿

マが広がります。

に立ち寄りください。

土曜・日曜日、祝日：午前９時〜午後５時

を新たに開館しました。

山をバックに四季折々の田園パノラ

り組み、オール鶴岡産給食など、地

た。子供たちが調理に積極的に取り

ているが、ユネスコ創造都市ネット

でいただきました。自分たちが作っ

月曜〜金曜日：午前９時〜午後６時

今年一月十日より羽黒分館が装い

場産食材をより多く取り入れるよう
組む姿が見られました。

ワーク食文化分野に加盟したことに

たものだけでなく、全部の料理を食

■開館時間

座学では、鶴岡市が給食発祥の地

な献立を工夫していることや、これ

より、ますますその意義が重要とな

年末年始（12月29日〜１月３日）

べることができ、参加者にも大変好
評でした。

■休館日

ることなども紹介しました。
栄養士からはクイズ等を交えて給

62−2111（羽黒庁舎代表）

参加した方々の感想では「好きな
献立の作り方がわかってよかった」
た」
「夏休みの自由研究に役立った」

「野菜をたくさん使っていて感心し
などが聞かれました。

の受け入れなどを行っていますが、

■電話

食センターの紹介や献立の説明を行
講義の

いました。
後は調理
実習に移

班ごとに

直接触れ合える機会を持つことは大

給食センターでは、ホームページ

栄養士、

変重要と考えています。今後もこの

り、六班

調理員が

ような教室を実施する予定ですので、

で給食だよりやレシピの紹介、見学

指導にあ

ぜひご参加ください。

平成29年３月１日
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に分かれ

たりまし

図書館 羽黒分館

お知らせ

平成30年から 平成９年４月２日生まれの方から
成人式を全市統一で開催します

丸岡城跡史跡公園ガイダンス施設

らくほうかん

○開館期間

○開館時間

11

月

３０

日

時〜午後４時

４月１日〜

午前

（土日のみ）

10

鶴岡市では、これまで成人式を鶴岡地域では一月

に、藤島、羽黒、櫛引、朝日、温海の各地域では八

月に開催してきましたが、平成三十年一月から全市

無料

鶴岡市丸岡字町の内

―５５５６

荘内加藤清正公忠廣公

教育つるおか

○入 館 料

○管 理 者
遺蹟顕彰会

57

「楽朋館」

地にゆかりのある加藤清正公・忠廣

公を紹介する施設として、江戸末期

の庄内藩政期の武家住宅である鶴岡

市指定有形文化財「日向家住宅」を

移築復元しました。

らく ほう かん

地域の歴史を感じ、交流の輪が広

が る 施 設 と し て「 楽 朋 館 」 と 愛 称

が決定し、県指定史跡「丸岡城跡及

◇教育相談センター
〇開所 月〜金曜日
（9：00〜16：00）
〇電話 23-9351
◇青少年育成センター
〇開所 月〜金曜日
（9：00〜16：00）
〇電話 0120-783-748
（フリーダイヤル）
※どちらも駅前のマリカ東館２階にあります。

び加藤清正墓碑」や、加藤清正公・

教育相談について

忠廣公ゆかりの地域の歴史や文化を

①就学援助制度（小・中学校）
経済的な理由により児童生徒の就学が困難
な家庭に、学用品費や給食費などを援助する
制度です。
②特別支援教育就学奨励制度（小・中学校）
特別支援学級に通うお子さんのいる家庭を
支援する制度です。
③私立幼稚園就園奨励費補助制度
世帯の課税状況により、私立幼稚園保育料
を減免する制度です。
※お問い合わせ先
①②学校教育課
（直通）57-4865
③各私立幼稚園

パネル展示等で紹介しています。

就園・就学の援助について

統一で開催します。

対象：平成８年４月２日〜平成９年４月１日に生まれた方
【藤島地域】８月12日
（土）
【羽黒地域】８月15日（火）
【櫛引地域】８月14日
（月）
【朝日地域】８月14日（月）
【温海地域】８月15日
（火）

所

平成29年 各地域成人式

○住

社会教育課
（直通）
57-4866

平成二十八年七月、櫛引地域の丸

■問合せ

対象の年度に生まれた市内在住の方、市内の中学

＊就職・進学等で鶴岡市に住民登録されていない方も参加できます。

話

＊対象の方には、11月頃に案内状を送付いたします。

○電

会場：鶴岡市文化会館

岡城跡史跡公園内に、丸岡城やこの

午後１時30分（予定）

校を卒業した方には、十一月頃に案内状をお送りし

日時：平成30年１月７日
（日）※成人の日の前日

ます。

対象：平成９年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた方

なお、平成二十九年八月の各地域成人式はこれま

で通り地域ごとに開催します。

平成30年 鶴岡市成人式（全市）

50
平成29年３月１日
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