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第３号 平成18年7月20日発行

うつのみや教育改革元年 宇都宮市教育委員会

委員長　小寺　威夫

教育委員会は，昨年度策定した「宮っこ未来ビジョン」をもとに，平成
18年度を「うつのみや教育改革元年」として市民の皆様と共に教育改革を
進め，心豊かでたくましい宮っこをはぐくみます。
そのためには，市民の皆様に教育委員会の取組や事業などについてご理解いただくと

ともに，様々な取組に積極的にご参加いただき，教育改革を共に推進していくことが大
切であると考えております。
本号では，教育委員会各課の取組や事業はもとより，それらに対する市民の皆様のご

意見や市民の皆様が取り組める活動の具体例などを掲載します。
教育委員会といたしましては，本号の発行が教育委員会と市民の皆様が手をたずさえ

て教育改革を進める第一歩となることを期待しています。

宇都宮市立東小学校「ランチルームでのふれあい給食」
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心豊かでたくましい人を目指して

うつのみや教育

学校が変わる
●児童生徒の学力向上などを目指して「学
校教育スタンダード」を策定します。
●学校生活につまずきのある子に対応でき
るよう，特別支援教育を充実させます。

清原北小学校「マヌカウ市との交流」

家庭が変わる
●児童生徒が正しい食事や望ましい食生活を
身に付けられるよう，食育を推進します。
●家庭の教育力向上のために「子育てアカデ
ミー」を出前します。

家庭教育講座「親学のススメ」

今泉小学校
「高学年児童による低学年児童への読み聞かせ」

氏名：宇都宮　心�

年齢：10歳（小学5年生）�
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平日のある1日�

【0：30PM】��
学校給食で，食の大切さを教
えていただきました。�

〔食育の推進〕�

【1：30PM】��
図書館の先生に読み聞かせを
してもらい，もっと本が読み
たくなりました。�

〔豊かな感性の醸成〕�

【4：00PM】��
スポーツ少年団で地域の指導
者の方から様々なことを教え
ていただきました。�

〔地域の教育力向上〕�

【11：30AM】��
企業の方に，働くことの大切
さを教えていただきました。�

〔職業感､勤労観の育成〕�

【10：00AM】��
二人の先生による算数の授業
で，学習がよくわかるように
なりました。�

〔学力の向上〕�

【7：00AM】��
「朝食は体の目覚まし時計」
朝ごはんをしっかり食べます。�

〔食育の推進〕�

変
わ
り
ま
す
。
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改革元年の取組

うつのみやの教育が変わります

地域が変わる
●地域の教育力を向上させるため，地域教
育力向上フォーラムを実施します。
●地域の個性をつくり活力を与えるために，
伝統文化継承事業を新設します。

伝統文化の継承「上横倉の獅子舞」

企業が変わる
●企業で働く人に人づくりの大切さを伝える
ため，企業での出前講座を開催します。
●職業観，勤労観を育むため，中学2年全生
徒が「社会体験学習」に取り組みます。

企業出前講座「家庭における子どもたちとのかかわり」

雀宮中学校生徒の「ボランティア活動」

氏名：宇都宮  豊香�

年齢：15歳（中学3年生）�

とよ� か�
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休日のある1日�

【0：30PM】��
家族そろって楽しく会話をし
ながら，昼食をとりました。�

〔対話の推進〕�

【3：30PM】��
友達と一緒に，地域の伝統芸
能のお稽古に行きました。�
　　〔伝統文化を支える�

仕組みづくり〕�

【5：30PM】��
お父さんとお母さんは､学校
に出かけ，魅力ある学校づく
り地域協議会の活動に参加し
ました。�

〔地域協議会の設置〕�

【11：00AM】��
お父さんの会社のチームが出
場するサッカーの試合の応援
に行きました。�
〔スポーツ大会開催支援〕�

【9：30AM】��
地域の大人の方と一緒に，ご
み拾いのボランティア活動を
しました。�

〔地域の教育力向上〕�

【7：00AM】��
休日の朝は，私が家族の健康
を考えた朝食を作りました。�

〔食育の推進〕�

み
な
さ
ん
の
生
活
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食育基本法を知っていますか？

子どもの朝食欠食状況（児童生徒の食生活等実態調査結果より）

●朝食を食べない子どもは，
体がだるい，疲れる，やる気が起こらない，イラ

イラするなどの症状を感じているという結果が出

ています。

●家族そろって食事をすることが少なくなり，
子どもだけで食事をする
「孤食」という現象が増えています。

このような事からも
食育は，
学校，家庭が連携して
取り組むこと
が大切です。

いつできたの？　目的はなあに？

特
集
｢食育｣
学校における食育

●平成17年6月10日に成立し，同年７月15日から実施されました。
●国民が生涯にわたって健全な心身を培い，豊かな人間性をはぐ
くむことができるようにするため，食育を総合的，計画的に推
進することを目的としています。

食育ってなあに？

●生きる上での基本であって，知育，徳育，及び体育の基礎とな
るべきもの　　
●様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力
を習得し，健全な食生活を実践することができる人間を育てる
こと
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児童生徒の朝食の欠食� 欠食の主な理由�

平成７年度� 平成12年度�

小学５年生�
中学２年生�

【平成12年度】�

時間がないから�
46.9％�食欲がないから�

33.7％�

その他�
19.4％�

注：｢欠食」とは朝食について，「１週間に２～３日食べないことがある」「１週間に４～５日食べないことがある」「ほとんど

食べない」と回答した場合をいう。
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食育や学校給食に関する問い合わせは，学校健康課　学校食育グループまで
TEL 632－2757 FAX 639－7159

学校における食育は学校給食や各教科等の中で継続的に行われています。

《清原中央小学校》

親子ふれあい給食を実
施し，給食について保
護者に説明しています。

《泉が丘小学校》

県民の日には，栃木県
産の鮎料理や地域の野
菜を使った行事食を出
しています。

《豊郷中央小学校》

地域の生産者から田植
えを学んでいるところ
です。収穫したお米は，
給食で食べます。

お知らせ
�

宮っこ  食べっこ  元気っこ�宮っこ  食べっこ  元気っこ�

　市民が生涯にわたって健全な心身を培い，豊かな人間性をはぐくむた

めに，学校や家庭，地域，企業における食育の取組を紹介します。�

日　時　平成18年10月１日(日）�
　　　　午前10時から午後3時まで�

場　所　マロニエプラザ�
　　　　(栃木県立宇都宮産業展示館）�

内　容　●服部 幸應 氏による講演�
　　　　　｢～食育のすすめ～キレる子どもと現代の食生活」�
　　　　●中学生の｢○○さんのためのとっておきのお弁当｣�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンクールなど�

「食育」に関する講演やさまざまな展示，�
体験コーナーなど楽しいイベントを用意しています。�



災害に強い学校づくり

小・中学校校舎の耐震化推進事業を始めます

6

今後およそ10年間で

校舎の耐震化を完了します!
対象校：小学校34校，中学校18校

教育委員会では，子どもたちの安全を守るとと
もに地域の避難所としての機能を高めるために，
地震対策として校舎の耐震化推進事業を始めます。
これは，小中学校校舎のうち，古い耐震基準で建
てられたものについて補強のためのブレース（筋

すじ

交
かい

）などを設置する工事を行い，安全を確保する
ものです。

平成18年度は西原小学校と陽北中学校の2校で耐
震化工事を実施します。工事は主に夏休み期間中
に行います。地域の皆様のご協力をお願いいたし
ます。

平成7年の阪神・淡路大震災（最大震度7を
記録）では，昭和56年（新耐震基準）以前に
建てられた古い建築物に大きな被害が生じま
した。一方，昭和57年以降（新耐震基準以降）
に建築された建築物の被害の程度は軽く，現
行の耐震基準はおおむね妥当なものとされて
います。 このため，現行の耐震基準に適合
するよう，耐震補強工事を行うものです。

姿川第一小学校

耐震化推進事業に関する問い合わせは，学校管理課　学校施設グループまで
TEL 632－2710 FAX 639－7159

Mail：u4609@ city.utsunomiya.tochigi.jp

［参考］平成18年4月1日現在の小・中学校校舎の耐震化の状況�

耐震性が確保されている�
建物　38％（76棟）�

耐震性が低い建物�
62％（125棟）�

全体棟数�
201棟�

昭和56(1981)年以前の�
建物で未改修のもの�
62％�

昭和56(1981)年以前の�
建物で改修済みのもの�
9％�

昭和57(1982)年�
以降の建物�
29％�

NEWSNEWSNEWSNEWS

耐震ブレース�
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学校に活力�子どもに夢� 地域に絆�

次のことを，重点プロジェクトとして特に力を入れて取り組みます。�
　◆｢未来を拓く人間力」を育むための目標や取組を明確にします。�
　◆｢頼れる先生」となるための教職員の人材育成に努めます。�
　◆特別な支援が必要な児童生徒の「自立に向けた応援」体制を充実
します。�

　◆地域に開かれ，信頼される「地域の学校づくり」を進めます。�

「
自
信
」と「
共
に
生
き
る
力
」�

を
育
み
、「
信
頼
」と「
魅
力
」�

あ
る
学
校
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す�

学校の裁量権の拡大�
夏季休業日の短縮　　　�
　夏季休業中の学習支援だけでなく，
夏休みにも授業日を設けることもで
きるようになりました。�
�
教頭が副校長に�
　教頭が副校長となり，学校運営に，
より積極的に取り組むことができる
ようになりました。�

学力の向上�
　学習内容定着度調査や習熟度別
学習の実施により，一人ひとりの状
況に応じた学力の向上に努めてい
ます。�

学校図書館の充実�
　 専門の職員を配置し，読書活
動の充実に努めています。夏季
休業中も，これまで以上に学校
の図書館を開館します。�

学校教育の内容に関する問い合わせは，学校教育課まで
教職員グループ TEL 632－2725／指導支援グループ TEL 632－2729

児童生徒指導担当　TEL 632-2734 共通 FAX 639－0613
Mail：u4602@city.utsunomiya.tochigi.jp

「未来を拓くたくましい宮っ子」を育てます

うつのみや“いきいき学校”プランを推進しています！

小・中学校の教育活動の充実と，新しい時代にふさわしい学校づくりのために，『未来を拓くたくまし
い宮っ子を，活力ある学校が，地域と共にはぐくみます』を基本理念とした「うつのみや“いきいき学
校”プラン」を策定しました。市民の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。

魅力ある学校づくり地域協議会の設立を進めています
宇都宮市では，学校とＰＴＡ・地域諸団体・企業代表の方々などが一体となり，学校教育の充実や，

地域ぐるみでの活動の推進のため「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立を推進しています。本年度
は，8つの小学校と3つの中学校で設立します。



＜教育センター教育相談室のかかわり…相談・支援＞�
　発達に特徴があるなど特別な支援が必要な児童生徒が，円滑に学校生活が過ごせる
よう，学校や家庭・専門機関などと連携しながら，児童生徒・保護者・教員との相談・
支援を行っています。�

就学前の幼児，小・中学生の学校生活や発達に関する相談は�
教育センター教育相談室まで　TEL 639－4380・4381

◆校内の全教職員で，特別な支援が必要な児
童生徒の状況や特徴を理解し，チームで支
援しています。�
◆スクールカウンセラーや巡回相談員など専
門の先生と連携を図りながら，学校生活へ
の適応を目指して支援しています。�
◆分かり易い指示などの授業の工夫をしてい
ます。�
◆本人の思い・周りの子どもたちの思いを受
け止めながら共に成長できるよう双方の指
導を行っています。�

学校の取組�

＜通級指導教室などの活用＞�
◆自分の学校から通級指導教室のある学校に
出向いて，個別指導やグループ指導を受け
ます。ことばや行動面に困り感をもつ子ど
もたちが，自分の目標に向かって楽しく学
習しています。�

◆先生や市民の方を対象に，
発達に特徴がある子の

理解について研修して
います。�
◆通級指導教室や特殊学
級など，ニーズに応じ
た指導ができる環境整

備を行っています。�

教育委員会の取組�

一人一人のニーズに応じた支援を充実します

学校生活につまずきのある子への対応は､まずその子を理解することから…
教育センターや学校では，ニーズに応じた相談や支援を行っています

「落ち着かずじっとしていられない」「友達とうまくかかわれない」「パニックをおこす」など，学校生
活につまずきのある子どもの多くは，これまで，本人の努力不足・しつけが悪いなどで結論付けられ，適
切な理解や指導が受けられず，二次的な障害（反抗的な言動，キレる，不登校，非行）などに陥りがちで
した。

これらの子どもたちへの対応として，まず，本人や保護者の不安・困難さを，学校・社会全体で理解し
ていくことが必要です。
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特別支援教育の実践…個々の可能性を伸ばすための適切な教育を展開します



地域の教育力の向上に取り組みます

子ども達や家庭が様々な問題に直面している今，地域の大人一人ひとりが
子ども達を「社会の宝」として育むという意識を持ち，子ども達の成長や家
庭を支えるための地域活動を行うなど，地域の教育力が発揮されることが求
められています。
このような地域全体の意識を高め，地域ぐるみで子ども達を育む活動が活

発化するよう，地域の教育力向上を図るための取組を行っています。
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地域教育力向上フォーラム

地域の大人が集まり，地域全体で子どもを育てるためにどうしたらいいのか話し合う「地域教育力向上
フォーラム」を6月から開催しています。
これから開催する予定の地区もありますので，市民の皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

宮の原中学校区の参加者から…
基調講演やグループワークの後，全員で「子どもの健全育成のために

はどうすれば良いのか」につい
て意見を出し合いました。
その中で，「学校の先生に元

気になって欲しい」という学校
への期待や，「子どもの相談相
手になれる親になる」という親
自身の決意，「近所地域のみんなが仲良くする」という地域の大
人ができることなどの発言がありました。
今後、地域で子どもを育てるという輪が大きく広がることを期
待しています。（幸町自治会　岡村）子ども達をめぐる問題について，意見を出し合

ったグループワーク

全員で，真剣に話し合いました

地域教育力向上フォーラムに関する申し込み・問い合わせは，生涯学習課まで
管理グループ TEL 632－2749／生涯学習推進グループ TEL 632－2677
共通 FAX 632－2765／Mail：u4606@city.utsunomiya.tochigi.jp

※HP｢生涯学習/生涯学習情報提供システム｣もご覧ください

学習講座・学習相談に関する情報・問い合わせは，中央生涯学習センターまで
TEL 632－6332 FAX 639－7579 ※HP｢生涯学習センター｣もご覧ください

地　　域

■地域教育力向上フォーラムの日程 開始時間：午後6：30～

開　催　日 場　　　　　所
宮の原 6月22日(木) 総合コミュニティセンター
陽　西 6月27日(火) 西生涯学習センター
清　原 6月28日(水) 清原地区市民センター
横　川 6月29日(木) 横川地区市民センター
城　山 7月 5 日(水) 城山地区市民センター
雀　宮 7月 6 日(木) 雀宮地区市民センター
豊　郷 7月12日(水) 豊郷地区市民センター
一　条 7月13日(木) 宇都宮市役所
瑞穂野 7月18日(火) 瑞穂野地区市民センター
晃　陽 7月19日(水) 富屋地区市民センター
陽　南 7月20日(木) 南生涯学習センター
陽　東 7月24日(月) 東生涯学習センター

泉が丘 7月26日(水) 東コミュニティセンター
国　本 8月 1 日(火) 国本地区市民センター

8月 1 日(火) 戸祭小学校 どの会場でも参
加できます。
（午後7時開始）

星が丘 8月 2 日(水) 上戸祭小学校
8月 3 日(木) 昭和小学校
8月29日(火) 平石地区市民センター鬼　怒
8月30日(水) 宝木出張所宝　木
9月 5 日(火) 若松原中学校若松原
9月26日(火) 教育センター旭
9月27日(水) 姿川地区市民センター姿　川
10月 3 日(火) 陽北中学校陽　北

地　　域 開　催　日 場　　　　　所

昔のお話や遊び
をたくさん教え
てください。�

みんなで一緒に�
ついたおもちは�
おいしかったよ！�



「スポーツ心」をはぐくみます

宇都宮市スポーツ振興基本計画

【基本理念】 ｢いつでも，だれもが，いつまでも，スポーツに親し

める生涯スポーツ社会の実現」「スポーツ心」をは
ぐくむまち～うつのみや～

【基本目標】 20歳以上の市民の週1回以上のスポーツ活動実施率

平成15年＝33.4％ � 平成27年＝50.0％
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今年も秋はスポーツイベント満載!!

10月21日・22日
ジャパンカップ
サイクルロードレース

国内最高峰の自転車ロー
ドレースを森林公園周回コ
ースで開催します。
ぜひ１度，「風を切る世

界の走り」をご覧ください。

11月19日
宇都宮マラソン大会
清原工業団地周辺で開催します。親子ペアで走

るクラスもあります。ぜひ，ご参加ください。

スポーツ教室も充実!!

宇都宮市体育文化振興公社が主催するスポー
ツ教室は，運動が苦手な人，健康づくりをした
い人から，試合ができるようになりたい人まで，
また子どもから中高年まで，多くの種目・講座
を開催しています。
このほかに，体力向上を目指す人や健康的に

シェイプアップしたい人への「スポーツ健康体
力相談」も開催しています。

スポーツをする・みる「機会」の充実
｢地域スポーツクラブの育成」を進め，み

なさんが身近な場所でスポーツできるように
します。また新たに「プロスポーツチームへ
の支援」について検討し，レベルの高い競技
を見る機会を提供していきます。

スポーツを支える「人」の育成
｢指導者の育成・確保」を進め，指導者の

情報を「スポーツ人材バンク」として提供し，
「スポーツを教えたい人」と「スポーツを教
えてもらいたい人」をつなげていきます。

スポーツを支える「場」の充実
｢スポーツ施設の計画的な改修」を行い，み
なさんのスポーツ活動の場の充実を図ります。

スポーツをつなぐ

「情報・ネットワーク」の充実
｢スポーツ情報の提供の充実」を図り，み

なさんがスポーツをは
じめたり，続けたり
できるしくみを整
えていきます。

スポーツに関する情報・問い合わせは，スポーツ振興課まで
企画グループ TEL 632－2754／市民スポーツグループ TEL 632－2737／共通 FAX 639－0613

Mail：u4610@ city.utsunomiya.tochigi.jp ※HP「スポーツ・体力づくり」もご覧ください

スポーツ教室に関する問い合わせは，財団法人宇都宮市体育文化振興公社まで
管理課事業係 TEL 663－1611 FAX 663－0067 Mail：u-taibun@sea.ucatv.ne.jp

みなさんの「スポーツをしたい・続けたい，スポー
ツを通して，心身ともに自分を高めたい」という
「スポーツ心」をはぐくみ支えていきます。
スポーツを通して，体力，知力，感性，対人関係力

などの向上＝「人間力の向上」を目指しましょう。

今年度のスポーツ振興の重点事業



文化活動へのいざない

宇都宮市文化振興基本計画
基本理念 歴史と個性を活かした宇都宮文化の創造と心豊かな人づくり

■自主的な文化芸術活動が展開しやすい環境づくり
重点事業として「妖精資料展示活用施設の整備」を進めます。また，新たに「ストリートパフォーマ
ンス制度」「舞台芸術，美術創造活動支援事業」「宇都宮市文化功労賞の創設」などを検討していきます。

■文化遺産・伝統文化を活かし伝える仕組みづくり
重点事業として「宇都宮伝統文化継承事業」を新設します。また，「歴史文化財資料展示室等の整備」

「多気城跡の保存に向けた調査」に取り組みます。

■文化資源を活かした宇都宮の特色づくり
重点事業として「大谷の文化的景観保存事業」を推進します。また，「ジャズを活用した集客交流資

源の創出」や「文化情報ネットワークの構築」につとめます。
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文化や歴史に関する情報・問い合わせは，文化課まで
文化振興グループ TEL 632-2763／文化財保護グループ TEL632-2764
共通FAX632-2765／Mail：u4607@ city.utsunomiya.tochigi.jp

※HP宇都宮の歴史と文化財もご覧ください

開館10周年記念!!

美術館の常設展を無料公開します
7月16日～8月27日

宇都宮美術館(長
岡町)では，美術館
開館10周年を記念
して夏休みに常設
展示｢第2回コレク
ション展｣を無料公
開します｡
先頃購入したシ

ャガール作品も来
年2月のシャガー
ル展に先駆けて公開します。ぜひご家族で
お出かけください。
【公開作品】
・青い恋人たち 1948～1953（油彩）

・緑､赤､青の恋人たち（村の上で）1983（油彩）ほか

【同時開催】（有料）
企画展「いまいるところ／いまあるわたし」

�ADAGP,Paris&SPDA,Tokyo,2006

宇都宮の文化�

ことしの目玉はコレでござるよ！� 宇陽丸�

11月3･4･5日はオリオン通りへ
ふるさと宇都宮の伝統文化のよさを見直し，ジャズの

メロディーに酔う3日間。オリオン通りの旧109跡地拠点
広場で開催します。宮の市，餃子祭りも同時開催予定。
3日は 伝統文化フェスティバル
民俗芸能，年中行事，伝統食，方言など
子どもたちに伝えたいふるさとの魅力を楽しんでく

ださい。
4･5日は ミヤジャズイン2006
外山喜雄ザ･セインツなどプロミュージシャンや地元

ミュージシャンの生演奏を2日間たっぷりと聞いてくだ
さい。

大谷が国の名勝になります
｢大
おお

谷
や

の奇
き

岩
がん

群
ぐん

御
お

止
とめ

山
やま

・越
こし

路
じ

岩
いわ

｣が､県内では｢華厳
滝と中禅寺湖｣以来､
75年ぶり2例目とな
る国指定の名勝にな
ります｡奇岩群がかも
しだす独特の風景を
守り､大切に活用して
いきましょう。
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企業における家庭教育の推進

出前講座の開催
教育企画課では，昨年策定した「宮っこ未来ビジョン」をもとに，企業や地域において出前講座を開
催し，「家庭教育で大切にしたいこと」「地域，企業における支援の在り方」など心豊かでたくましい人
づくりを推進するために大切にしたいことを市民の皆様と一緒に考えていきます。

パスキン工業㈱
平成18年６月30日(金) 午後５時～

「家庭における子どもたちとのかかわり」とい
うテーマで出前講座を行いました。この講座では，
保護者としてどのように子どもと接するかを，子
どもの発達に合わせて具体的に説明しました。参
加された社員の方から，以下のような感想をいた
だきました。
●講座に参加して，少
し自信をもって子ど
もと接することがで
きそうだ。
●このような講座を若
い親にもしてほし
い。

㈱大高商事
平成18年７月６日(木) 午後５時30分～

生涯学習課と共管で「親としての心構え，子ど
もへの接し方」というテーマで出前講座を行いま
した。講師の毎澤典子先生は，現在の子どもにつ
いての具体的なデータを示し，ロールプレイを取
り入れるなどして，わかりやすくお話されました。
以下のような感想をいただきました。
●講演の内容であった
「人と接して嬉しか
ったこと」を子ども
に話したい。
●自治会や子ども会な
どでも，実施してほ
しい。

心豊かでたくましい宮っこをはぐくむ事業紹介

企業出前講座の募集をしています。
企業出前講座に伺います。テーマなどは，相談の上決定します。企業内研修でもご活用ください。

学校給食費は，学校給食を受ける児童生徒の保護者の負担となっております。（学校給食法）
本市では，支払能力があるにもかかわらず，意図的に滞納している家庭に対し，法的措置を講じていきます。

｢宮っこだより｣に関するご意見ご感想はこちらまで
編集発行：教育委員会教育企画課　〒320－8540 宇都宮市旭1丁目1－5

TEL：028－632－2707 FAX：028－639－7159 mail：u4612@city.utsunomiya.tochigi.jp

うつのみや食育フェア
─宮っこ 食べっこ 元気っこ─

10月1日(日) 午前10時～午後3時　
マロニエプラサ（栃木県立宇都宮産業展示館）

ジャパンカップ
サイクルロードレース

10月21日(土)，22日(日) 各日とも午前10時～
宇都宮市森林公園周回コース

市民体育大会
10月15日(日)，22日(日)，29日(日)，
11月 5 日(日)，12日(日)
市体育館（市内元今泉５丁目）ほか

宇都宮市伝統文化フェスティバル 11月 3 日(金）オリオン通りほか

ミヤジャズイン２００６ 11月 4 日(土）5 日(日）中心市街地

宇都宮マラソン大会
11月19日(日) 午前9時20分開会
宇都宮市清原工業団地周辺コース

▲ミヤジャズイン2005

学校給食費について


