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2021 年
3 月 20 日

No.107 充
実し

た学
校教育の実現

で

スヌーピーの描き方行程
1

2

3

4

まちだの教育

　町田市では、子どもたちが今後のグローバル社会で活躍できるよう、市独自の「えいごのまちだ事業」を実
施し、「町田ならではの英語教育」を推進することで、町田の未来を支える人材を育成するのと同時に「教育
で選ばれるまちだ」を目指しています。「えいごのまちだ事業」では、「英語って楽しい！」「英語を話してみ
たい」と子どもたちが感じられるよう、楽しみながら英語を学べる取組みを多数行っています。
　その取組みの一つに、2020年度から始まったスヌーピーミュージアムでの校外学習があります。市内の
小学校５年生が、スヌーピーミュージアムと隣接するまちライブラリーを訪問し、英語をつかったアクティ
ビティを行います。学校以外で英語を学べる場をつくり、子どもたちの学習の動機付けとなるようにするほ
か、授業で学んだ力を活用し、コミュニケーション能力を高めていくねらいがあります。

まちライブラリーでの活動は楽し
かったです。勉強しながら絵を描け
て良かったです。楽しく学べました。
また行きたいと思いました。

わかりやすくスヌーピーの描き方を
教えてくれたので、うまくスヌー
ピーを描くことができました。スヌー
ピーのことが好きになりました。

もともと英語は嫌いだったけど、ス
ヌーピーの漫画などを見てからは、
言える単語が増えたのでうれしかっ
たです。	

楽しかった。英語しか使っていない
けど、うまく会話ができてうれし
かったです。

スヌーピーを描くのに新しい
ことを学ぶことができて、う
れしかったです。授業で学ん
だ英語を使うことができまし
た。スヌーピーを描くのはと
ても楽しかったし、うまく描
くこともできて楽しかったで
す。

お問い合わせ 指導課　☎ 042・724・2867

　スヌーピーミュージアムと教育委員会で協力し英語の校外学習専用のワークシートを作成しました。ワークシー
トには英語の「読む」「書く」「話す」能力が求められる課題が用意されています。課題には展示されている漫画の中
に答えがあるものもあり、児童はワークシートを手にミュージアムの展示を一つ一つ真剣な表情で見ていました。
　スヌーピーミュージアムでは定期的に展示の内容が変わるため、ワークシートの内容も展示内容に合わせてその
都度新しくしています。

　スヌーピーミュージアムのスタッフ
やALT（※）に対して、児童は自分の好
きなキャラクターを伝えたり、次はど
こに進めばいいのか聞いていました。
　始めは恥ずかしそうに話していた児
童も、相手に自分の英語が伝わると嬉
しそうにしている姿が見られました。
※ALT…外国語指導助手

専用のワークシート
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児童が描いたスヌーピー児童が描いたスヌーピー

　スヌーピーミュージアムに隣接しているまちライブラリーでは、児童
がMEPS（※）から英語でスヌーピーの描き方を教わります。始めに丸
や楕円などの形を英語でどのように表現するかを学びます。いろいろな
形の英語での名称を学んだら、次はいろいろな形を組み合わせてスヌー
ピーを描きます。最初は単なる形ですがMEPSの指示のもと形の輪郭
をなぞっていくと徐々にスヌーピーが完成していきます。
　絵を描くことが苦手な児童も手順を教わりながら描くこ
とで、いつもより上手に絵が描けて嬉しそうでした。

※MEPS…英語の授業の質の確保、向上を
目的に英語授業を行う小学校教員の指導、補
助を行う専門員

体験した児童の感想

えいごのまちだえいごのまちだ

スヌー ピーミュー ジアムスヌー ピーミュー ジアム
ⓒ Peanuts Worldwide LLC
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避難施設としての機能向上のために体育館照明のLED化と非常用発電設備を設置
　災害が発生した場合、小・中学校の体育館は避難施設になります。避難施設としての機能を向上するため、停電が発生した場合に備えて体育館の
照明をLED化するとともに、照明やコンセントに非常用電力を供給するための発電設備を設置します。これらの工事は、体育館の空調設置と同じ
年度に行い、2021年度中に全ての市立小・中学校での工事完了を目指しています。

　小・中学校の体育館に設置する空調設備は、授業や部活動、ならびに学校行事に支障がないように、［静かであること、風の影響が少ないこと、
温度にムラがないこと］を優先条件とし、輻射（ふくしゃ）熱を利用する壁輻射パネルと、壁掛けエアコンを併用したハイブリッド方式としました。
　この方式では、壁輻射パネルの温度が、熱エネルギーとして周囲に直接伝わるため、冷房時は実際の温度よりも体感温度を下げ、暖房時は足下ま
で暖かくなる効果があります。
　さらに、児童・生徒が日常的に使用する体育館下部を中心に効率的な冷暖房を行うことで、省エネルギー化も実現しました。

暑い日でも熱中症のリスクが減ったので、体育館での体育の授業や部活動が計画的にできるようになった。
�冬に冷え込んだときでも体育館では快適に過ごせるようになったので、集会や学校行事を体育館で催すこと
が可能になった。
体育館で行う始業式、終業式や全校朝礼で、暑さや寒さによって体調を崩す児童・生徒が激減した。

　停電した場合に備えて非常用発電設備を設置し、体育館の照明も電力消費の少ないLEDに交換します。こ
れにより、停電時にも体育館内の照明、送風機やコンセントだけでなく、トイレの洗浄水も使用できるように
なります。

　発電機は災害に強いプロパンガスで運転します。（※）
　このプロパンガスについては発電機の運転が72時間可能な量をガスバルクタンク等に備蓄します。
　（※）都市ガス中圧管を設置してある学校では、非常用発電設備は都市ガスを使用します。

スモール丸ゴM14Q

お問い合わせ 施設課　☎ 042・724・2174

設置する非常用発電設備設置する非常用発電設備

　町田市では、2021年度末までに全ての市立小・中学校の体育館に空調設備の設置を進めています。
　2020年度は、中学校18校、小学校7校で設置を完了しました。残る中学校2校、小学校35校については、2021年度中の設置に向けて、準備
を進めています。

熱中症対策と教育環境の改善のために空調設備を設置

小・中学校体育館への空調設備の設置 小・中学校体育館の避難施設機能の向上

「体育館空調の設置」と「避難施設の機能向上」の目的と効果「体育館空調の設置」と「避難施設の機能向上」の目的と効果
設置する空調設備の特徴

「避難施設の機能向上」の内容

非常用発電設備で発電可能な時間

2020年度に空調設備を設置した学校の声

冷房運転中の温度分布冷房運転前の温度分布
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冷房運転時の室温変化
（外気温34℃での試運転時）

体育館での運動会の練習（9月）体育館での運動会の練習（9月）

体育館に設置したLED照明体育館に設置したLED照明

体育館に設置した空調設備体育館に設置した空調設備

小・中学校の体育館が変わります！小・中学校の体育館が変わります！

照明器具拡大照明器具拡大
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　町田第二中学校の2年生の授
業で、市内在住の講師によるマ
ナー講習会が行われました。講
師も生徒たちも座席の間隔を十
分に確保した上での授業です。
生徒たちは身につけておきたい
基本となるマナーを、明るく楽
しく学ぶことができました。

　日本アセアンセンターから派
遣された6名の留学生と、木曽
境川小学校6年生の交流会が開
かれました。マスク、フェイス
シールドなどをしっかり装着
し、距離をとりながらの交流で
した。子どもたちが多様性の尊
重、国際社会の平和・発展につ
いて考える機会になりました。

国際理解 マナー講習会木曽境川小学校 町田第二中学校

学校生活に慣れてきた5・6・7月が危険 !!学校生活に慣れてきた5・6・7月が危険 !!

◆小学校の「通学路安全点検」実施
　登下校中の交通事故から子ども
たちを守るため、各小学校、PTA、
警察署、道路管理者及び教育委員会
の合同による「通学路安全点検」を
行っています。写真は、実施した安
全対策の一部です。
　2020年度は新型コロナウイルス
感染症予防のため、合同での現地調
査は行わず、それぞれの機関での調
査と安全対策を実施しました。 路面のカラー化路面のカラー化

◆地域による見守り活動
　登下校中の交通事故や犯
罪から子どもたちを守るた
め、学校や地域の方々が連
携し、見守り活動を行って
います。

見守りの様子見守りの様子

お問い合わせ 学務課　☎ 042・724・2176

　木曽山崎図書館の皆様による「リモートお話会」が七国山小学校で行わ
れました。例年とは異なり、別室からリモートで教室の4年生に語りか
けるお話会です。子どもたちはお話にしっかりと耳を傾けていました。
木曽山崎図書館の皆様が子どもたちの質問に積極的に答えてくださり、
楽しいお話会となりました。

リモートお話会 七国山小学校

リモートでもお話会を
楽しめるなんて嬉しいな。

マナーは共に気持ちよくすごすためのものです。

あぶな
い！

　今回は子どもの安全対策についてご紹介します。警察庁のデータによると、低学年の小学校
1・2年生について、新年度当初よりも、学校生活に慣れてきた5月以降のほうが重大な事故に
つながる飛び出しが増加するとのことです。特に、登下校中や放課後の時間帯に注意が必要です。
　子どもたちが安全に登下校できるよう、皆様の温かい見守りをお願いいたします。

子どもの安全対策を実施しています子どもの安全対策を実施しています

　道路は車両や自転車が通行する危険な場所です。ボール遊びや鬼ごっこなどの遊びは道路を
通行する車や歩行者の通行を阻害することになります。
　公園などの安全な場所でマナーを守って遊びましょう。
　また、保護者の目が届かない場所でも子どもたちが安全に遊べるように、日頃から交通ルールや
道路の危険性について家庭で話し合い、安全への意識を高められるようにしましょう。

道路では遊ばないようにしましょう道路では遊ばないようにしましょう

まちだのまちだの

地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動

将来を担う人が育つまち

連絡先 学校支援センター・指導課　☎ 042・724・4069

へえ～っ、南の国ほど
食べ物が辛くなるみたい。

　町田市の小・中学校で展開されてきた、地域住民や企業・団体等の参画によって子どもたちを育む様々な教育支援活動は、新型コロナウイルス感
染症の予防対策による大きな制約を受ける中でも進められています。地域住民・団体の皆様による授業は、子どもたちが豊かな体験・深い学びを通
して、考える力・取り組む力や社会性を身につけることを期待し、コロナ禍においても、子どもたちと子どもたちの指導に参加してくださる皆様を
守る工夫をしながら実施されています。
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お問い合わせ 中央図書館
町田市原町田3-2-9

☎ 042・728・8220 町田市立図書館Twitter まちだ子育てサイト町田市立図書館ホームページ

まちだの教育

　町田市立図書館では、市民の皆様により楽しみながら本に親しん
でもらうため、様々な新しい取り組みを行っています。今回は、そ
の中から3つの取り組みをご紹介します。

町田市立図書館の
キャラクター
よむぽん

　2020年11月1日から町田市民も横浜市内の図書館が利用できる
ようになりました。横浜市以外にも町田市周辺9市 (相模原市、八王
子市、府中市、調布市、日野市、多摩市、稲城市、川崎市、大和市) の
図書館のサービスを利用することができます。（一部制限があります）
　他の市に遊びに行った際など、ふとした時にお近くの図書館に寄っ
てみるのもいいかもしれませんね。

横浜市緑図書館
キャラクター
ぶっくまおやこ

新しい取り組み①
～ 横浜市との相互協定 ～

横浜市緑図書館

中央図書館20周年の時
にみんなに決めてもらっ
たキャラクターだよ！

よむぽんって？

　本を読むことができる、町田市内
の施設をまとめたマップを作成しま
した。各図書館はもちろん、地域文
庫など市民が中心となって運営して
いる施設の情報も掲載しています。
普段本を読んでいない人でも、本を
読むことを身近に感じ、読書のきっ
かけとなるような施設を紹介してい
ます。マップを使って新しい本との
出会いを探してみませんか？

新しい取り組み③
～  読 書 マ ッ プ  ～

かえで文庫（成瀬コミュニティセンター）

　皆さんの地域にも身近な施設があるかも？
マップは図書館等で配布している他、ＨＰでも公開
しているので見てほしいぽん！

いいことふくらむ図書館
～新しい取り組みを紹介します～

　現在、中央・鶴川駅前・忠生の3館で「英語
多読コーナー」を設置しています。英語多読と
は、自分のレベルに合った英語の絵本などをた
くさん読むことで、英語力を身に着けていく学
習法です。絵本をはじめ挿絵が多い本や、長
めの小説など約5,500冊を取り揃えています。
また、学習をサポートするための冊子や、読ん
だ本を記録する英語多読ノートなどを図書館全
館で配布しています。

町田市立図書館の
英語多読キャラクター

たどくん

新しい取り組み②
～  英 語 多 読  ～

英語とわたあめが好き。
多読はまだまだ勉強中の初心者。
負けずぎらい。
語尾は「～ど。」

プロフィール

　英単語や文法が分からなくても大丈夫！文字が少なくて絵
が多い本からゆっくりたくさん読んでみるといいど！
　「わかるから楽しい、楽しいからまた読む」を続けることで、
英語が体にしみこんで英語がだんだんわかってくるど！

ぜひ英語多読コーナーに
遊びに来てほしいど！

英語を“楽しく”読みたくな
るようなコーナーです。ぜ
ひ遊びに来てね。


