
安全安心!!
おいしいまちだの学校給食!!安全安心!!
おいしいまちだの学校給食!!

町田市の学校給食は食べることの楽しさや大切さを伝えています。
子どもたちが笑顔に、そして健康になるための学校給食の取組と最新情報をご紹介します。

おうちで給食を
作りませんか？
【クックパッド】
簡単！★町田市の給食 検索

学校給食については
「まちだ子育てサイト」を
チェック‼

保健給食課 ☎042・724・2177

私は小さい頃から好奇心が旺盛で、
何でも知りたい、見たい、経験したい性
格です。人と接することが大好きで、たく
さんの方とお話できるととても嬉しくな
ります。旅に出かけ、その土地の人と話し
たり、郷土料理を食べたり、歴史を学ん
だりすることも大好きなので、コロナが
落ち着いたら旅行にも行きたいです。

町田市の中学校給食は、市の栄養士が献立をたて、調理し届け
る「選択制・ランチボックス形式」から「給食センター方式による中
学校の全員給食」に変更します。
市内3ヶ所に給食センターを整備し、2024年度から2025年度
の間に全員給食を順次スタートしていきます。

栄養バランスが
考えられた献立♪

鮮度・品質を第一に、出来る限
り国内産を使用しています。

安心な食材♪

子どもたちは、給食を通して食
の正しい知識を身につけていま
す。町田市産の食材を使った給食
や行事食などさまざまな取組を
行っています。

楽しく食育♪

～これから随時状況をお知らせします～ 地域みんなで健
康に‼

～～町田市教育委員会委員 関根 美咲（せきね みさき）氏を紹介します～～
私のすきなもの

関根氏は、地区統括ボランティア
コーディネーターや町田市社会教育
委員など、地域の教育に密接に関わ
る立場で活動されていました。
町田市議会の同意を得て2021

年4月から町田市教育委員会委員と
なりました。任期は、2025年3月31
日までです。

経 歴
これまで町田市で子育てをしな

がら、学校関係などさまざまな組織
において、町田の教育に関わって参
りました。学校現場や社会教育委員
の立場で得た経験を生かし、今後も
町田市の学校教育・生涯学習の充
実と発展のために全力で頑張りま
す。よろしくお願いいたします。

抱 負

まちだ縄文キャラクター「まっくう」が給食
に登場しました‼楽しみながら、文化財を
身近に感じるきっかけになりました。

まっくう給食

同じ仲間の中学生が考えたメニューが実
際に給食になりました。新聞で紹介され、
大きな注目を集めました。

朝食レシピコンテスト給食

南アフリカやインドネシアなど、町田市と
交流の深い地域について、食を通じて国
際理解を深めました。

世界の料理給食

南アフリカ共和国
給食

町田市産の食材を使った「まち☆ベジ給
食」です。町田市でどんな野菜がとれる
かを知りながら食べています。

小学校で使
用

している

まち☆べジ
ベスト３！

第1位：玉ね
ぎ

第２位：大根

第３位：キャ
ベツ

まち☆べジ給食

お問い合わせ

給食センター

給食には、「エネルギーのもとになる
食品」（ごはん・パン）、「体をつくるもと
になる食品」（肉類、魚類、豆類、乳）、
「体の調子を整える食品」（野
菜類、くだもの類）すべてが
揃っています。
給食では1日に必要な栄養
量の30～50％を摂れるよう
にしています。
子どもたちが好きなポテト

サラダに豆類を入れると栄養
価が上がりますよ！

衛生に気をつけて、美味しく仕
上がるように心を込めて毎日
作っています！ こんぶ・かつお節・
鶏ガラ・豚骨等からだしやスープ
を取り本物の味を伝えています。

衛生に気をつけて、美味しく仕
調理員さんから

中学校給食が変わります‼

2021年
9月23日
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な
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容

町田市コミュニティスクール／
学校で困ったときに相談できる
場所があります

町田第一中学校が新しくなりました！

2021年4月から教育委員会が地
域の歴史に関する資料を一体的に
保管・活用しています

2面

3面

4面
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学校でのいじめに関するご相談は

●いじめ110番：７２４・２８６７
障がいがある児童・生徒の就学・進学に関するご相談は

●就学相談：７９３・３０５７
子どもの教育上の問題に関するご相談は

●教育相談：７９２・６５４６



成瀬台小学校 学校運営協議会

図師小学校 地域学校協働活動

学校で困ったときに相談できる場所があります学校で困ったときに相談できる場所があります学校で困ったときに相談できる場所があります

こんな困ったときは・・・まずは学校・教育センターへ

学　校 教育センター

教育相談のお申込み先
●学校内で相談したい
●学校での子どもの様子を
　見てほしい

発達面で
心配なことがある 授業についていけない 学校に行きたがらない

友だちのことや
いじめに悩んでいる

スクールカウンセラー
(SC)：すべての学校に
配置している
心理の専門家

●サポートルームを利用したい
●特別支援学級へ転籍したい

電話で相談したいとき：☎042・792・6548
月・水・金／ 9：00～12：00／ 13：00～16：00 ※祝日・年末年始を除く

来所相談を予約したいとき：☎042・792・6546（予約申込専用）
月～金、第1・3土曜日／ 8：30～12：00／ 13：00～17：00

●学校外で相談したい
●まずは電話で相談したい
●子どものカウンセリングを利用したい

※詳しくは下記二次元コードから
教育センターホームページを

ご覧ください。

教育相談

●適応指導教室*へ通いたい
　（*不登校傾向にある児童・
　生徒のための教室）

けやき教室（小学生）
くすのき教室（中学生）就学相談

２０２１年度から、全ての市立小・中学校がコミュニティ・スクールに移行しました。
コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」を設置している学校のことをいいます。

学校運営協議会の委員は、校長の求めに応じて意見を述べるだけではなく、
一定の権限と責任をもって学校運営そのものに意見を述べることができます。

また、学校運営協議会で話し合われた学校運営に必要な支援は、
地域と学校が連携・協働して行う「地域学校協働活動」につながります。 

２０２１年度から、全ての市立小・中学校がコミュニティ・スクールに移行しました。
コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」を設置している学校のことをいいます。

学校運営協議会の委員は、校長の求めに応じて意見を述べるだけではなく、
一定の権限と責任をもって学校運営そのものに意見を述べることができます。

また、学校運営協議会で話し合われた学校運営に必要な支援は、
地域と学校が連携・協働して行う「地域学校協働活動」につながります。 

校長が、自身が大切にしている教育に対する信念や、学校経
営方針をわかりやすくプレゼン形式で説明し、教職員の人員配
置の工夫や、教育活動についても報告しました。
委員それぞれの立場から、新型

コロナウイルス感染症の影響によ
り懸念される課題、学校に求める
対応などの意見等がありました。地
域と学校の連携・協働の重要性が
共通認識され、地域学校協働活動
を進めていくことが話し合われて
いました。

　地域の地主さんから田んぼを貸してもらい、年間計画に沿って５年
生が稲の学習、田植えを経験しました。この日は、ＪＡ町田市の職員ボラ
ンティアの方々の指導を受け、５年生各学級で、１０人を1列とし一人５
～６株ほど植えていました。子どもたちは靴下をはいて入る田んぼの
感覚を楽しみながら、充実した時間を体験しました。子どもたちからは、
「田んぼの中はとても気持ち良かった。」「ボランティアの方が指示して
くださり、田植えしやすかった。」などの声が聞かれました。

プレゼン形式
が

とても分かり

やすかったで
す！

初めての田
植え、

楽しいな！

南大谷中学校 学校運営協議会
校長からの学校経営方針の説明後、委員それぞれの立場か

ら、地域の保護者、子どもの現状を報告し合い、「学校として目
指す子ども像」について、活発に協議を進めていました。
また、新型コロナウイルス感染
症の影響により懸念される課題に
ついて話し合われ、特に学校行事
については、安心・安全への配慮を
したうえで、できる限り行ってほし
いという意見があがりました。

表現力の
ある子どもを

育てたいです
ね。

学校支援センター・指導課 ☎042・724・4069お問い合わせ先
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町田第一中学校が新しくなりました！

2021年7月、町田第一中学校本校舎の改築工事が完了しました。
町田第一中学校の改築工事の計画は2013年度に始まり、2018年度

に着工しました。2021年の二学期から新しい校舎での授業が始まって
おり、今後校庭の整地工事、太陽光発電設備設置工事などを経て、2022
年3月にすべての事業が完了します。
新しい校舎は、空調設備やLED照明の設置、バリアフリー化といった、

生徒の教育環境の改善を第一に考えて設計・施工しました。その他にも、
学校外との交流にも活用できるホールや災害時の避難施設機能を高め
る設備など、これからの学校に求められる機能を取り入れています。
新しい校舎の主な特徴を、ここでは紹介します。

校舎の全室にLED照明を設置し、電気の使用量や交換
コストの低減を図っています。

段差を極力減らし、軽い力でも開け閉めのできる引き戸を多く取
り入れ、生徒及び教職員の特性を問わず、利用しやすい造りになって
います。

学年集会や地域集会等を行えるスペースを設け、生徒が地域行
事に参加しやすくなる環境を造りました。

Point

Point Point

建物外観

教室

バリアフリー化 交流ホール

施設課 ☎042・724・2174お問い合わせ
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2021年４月から教育委員会が
地域の歴史に関する資料を一体的に保管・活用しています。

考古資料考古資料 歴史資料歴史資料 民俗資料民俗資料

国指定 高ヶ坂石器時代遺跡

市指定 中空土偶頭部

市指定 村野常右衛門生家

市登録 野津田神社幟

国指定 旧永井家住宅

水車の歯車など

いつでも、どこでも町田の歴史を見ることのできる
考古資料も

歴史資料も
民俗資料も すべて見る

ことができ
る

「町田デジタルミュージアム」

考古資料室
○所 在 地：町田市下小山田町4016
○開室時間：午前10時から午後4時
○開 室 日：7・8月は土・日曜日、祝日

上記以外は、第2・第4土・日曜日及び祝
日（12月28日～1月4日までは閉室）

自由民権資料館
○所 在 地：町田市野津田町897
○開館時間：午前9時から午後4時30分
○休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始
（12月28日～1月4日）

三輪の森ビジターセンター内郷土資料展示室
○所 在 地：町田市三輪町740
○開館時間：午前9時から午後4時
○休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始
（12月28日～ 1月4日）

高ヶ坂石器時代遺跡は、牢場、稲荷山、八幡平遺
跡の3地点からなる縄文時代の集落跡。日本で初
めて発見された敷石住居跡（写真上）は牢場遺跡
で見ることができます。見学は随時できます。
◆牢場、稲荷山遺跡
○所 在 地：高ヶ坂二丁目1418-3
◆八幡平遺跡
○所 在 地：高ヶ坂二丁目1645-6

野津田が生んだ民権家、村野常右衛門の
生家。
○所 在 地：町田市小野路町1256-1

（野津田公園内）
○見学できる日時：土曜日、日曜日、祝休日
の午前10時から午後4時まで。（12月28
日から1月4日は休館）8月は月曜日以
外、毎日見学できます。

「町田デジタルミュージアム」は、インターネットを通じて
町田の歴史をわかりやすくご紹介するデジタルアーカイブです。

2019年度から構築を始め、
現在は、町田市のホームページで一部を公開しています。

2022年度から予定している全面公開後は、
町田市の持つ考古・歴史・民俗資料を３Ｄやパノラマを含む
約1,700点の画像でご覧いただけるようになります。

本物を身近に見られる『アウトリーチ展示＆出張講座』

考古資料室以外でも、
文化財を見ることがで
きます！
ぽっぽ町田1階の観光
案内所「町田ツーリスト
ギャラリー」で、町田市
の文化財を展示してい
ます。

自由民権資料館学芸員
があなたの町へ出張し
て歴史講座を開催！
2020年度は4回開催し
た歴史講座！ 自由民権
資料館の学芸員が資料
館を飛び出し、イベント
を企画しています。

自由民権資料館学芸員が各学校で出張授業を実施！
昔の町田で使われた道具の観察や、養蚕で使わ
れた道具の体験などを各学校で実施しています。

東京都内で最も古い民家の一つです。
○所 在 地：町田市野津田町3270
　　　　　 （薬師池公園内）
○開館時間：公園開園中
○休 館 日：年中無休

約3400年前に作
られました。愛称は
「まっくう」。

石阪昌孝が５升のお酒
を飲んで書いたと言わ
れています。

三輪町で実際に使
われていました。

今後の
スケジュール

市庁舎
イベントスタジオ展示

特別講座

古い地図は
アップで観られます！

横穴墓の内部を
パノラマで観られます！

縄文土器を
３Ｄで観られます！

まちだ
縄文キャラクター
「まっくう」

自由民権キャラクター
「民民ゼミ」

自由民権キャラクター「民犬」

町田の歴史を歩く

11月14（日）、
11月28日（日）、

12月5日（日）開催予定

11月1日（月）～
11月5日（金）

3月実施予定

内
　
容

開
催
時
期

イ
ベ
ン
ト
名

『町田市史史料集』から近世前期（１７世紀から１８世紀初め）の
史料を中心に選択し、講座を開催予定です。
自由民権資料館35周年記念の企画として、35年の歩みを展
示会ポスターで振り返ります。
町田市内の「今では見た目にはわからない歴史上の場所」など
を学芸員が案内します。

アウトリーチ展示（考古） 出張講座（歴史） 出張講座（民俗）

ここへ
行って
みよう!

ここへ
行って
みよう!

ここへ
行って
みよう!

ここで
見ることが
できます。

ここで
見ることが
できます。

ここで
見ることが
できます。

まちだ
縄文キャラクター

自由民権キャラクター

自由民権キャラクター「民犬」

【考古資料】生涯学習総務課文化財係☎042・724・2554／【歴史・民俗資料】生涯学習総務課自由民権資料館☎042・734・4508お問合せ先

何が
見られるの？

みーん
みん

※上記施設等は全て無料で見学できます。

※「市指定 中空土偶
　頭部」は、9月末か
　ら12月上旬まで
　江戸東京博物館
　に貸出予定です。
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