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Ｒ２年１月の学校行事等の予定をお知らせします

神崎小中学校だより
こ う ざ き し よ う ち ゆ う が つ こ う

（この学校だよりは、保護者の方々及び地域の方々向けのものです。なお、学校のホームページに「カラー版」を掲載しています。）

１２/４(水) ２年生「道徳」校内研究授業を実施
この日の２校時目に、“校内研究授業”として担任の

進野陽子教諭が２年生に「道徳」の授業を行いました。
題材は「小さなできごと」という物語で、バスの中

で隣にいた人の足を踏んでしまった女の子の「謝りた
いけど謝れない」という心の葛藤についてのお話です。
２年生の子どもたちは、主

人公の女の子になりきって演
技を行い、場面場面の女の子
の気持ちを考えながら、「自分
たちだったらどうするか」と、
考えを深めていきました。

１２／６(金)７～９年生「デートＤＶ防止セミナー」
ＰＴＡ(研修部)主催の講演会として、この日の５校

時目に西校舎の体育館にて、７～９年生とその保護者
を対象に、心理カウンセラーの松木和美さんを講師に
お招きし「デートDV防止セミナー」を開催しました。

「デートとは」から始まり、「デ
ートの背景」、「お互いに尊重
しあうパートナーシップを築
くために」等について多くの
お話しをしていただきました。

生徒達は最後まで真剣に松木さんの話を聞き、「相
手の人を傷つけないようにこれから気をつけていきた
い。」「相手を思いやる気持ちが大切。」など、日ごろ
の自分の言動を考えるよい機会になりました。

１２/３(火)東校舎「ＰＴＡ授業参観での人権学習」
東校舎(1～4年生)のＰＴＡ授業参観と学級懇談のこ

の日は、翌日からが“人権週間”ということもあり、
どの学年も人権についての授業を実施。また、参観後
には人権・同和教育講演会を行い、たくさんの保護者
の方々に参加していただきました。講演は、身近な生

活の中にある「差別と区別」につい
て、具体事例を示したわかりやすい
内容で、参加した方からも、「差別
について考えるよい機会になりまし
た」との感想が寄せられました。

日 曜
１ 月 の 学 校 行 事 と 関 連 行 事 の 予 定

（図書館支援員の渡邉涼子さんは、毎週、火・金曜日が東校舎、水・木曜日は西校舎で支援を実施。）

１ 水 ＜元旦＞ ２ 木 ＜学年始め休業＞

３ 金 ＜学年始め休業＞ ６ 月 ・消防設備点検(13:30～15:30)

７ 火 ・小中一貫教育３部会議(9:00～) ・小中一貫教育推進委員会(11:00～)

・１～９年生：３学期始業式（8:40～「東校舎体育館」）

８ 水
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「西校舎相談室」）
・５～９年生：新春書き初め会（10:35～12:00「西校舎体育館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻(1～6年 14:10）・小中合同職員会議(15:00～)

・７・８年生：課題診断テスト（５教科）・９年生：確認テスト（５教科）
・ＩＣＴ(情報通信技術)支援員：熊谷貴子さん来校による授業（「東校舎」）

９ 木 ・１～４年生：新春書き初め会（10:35～12:00「東校舎体育館」）
・ＳＣ(スクールカウンセラー)河野次男さん来校（12:30～16:30「西校舎相談室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～3年生 15:10、4～6年生 16:10）

・１～４年生：モーニング作戦（8:05～8:25「東校舎運動場の草取り等」）

10 金
・ＡＬＴ(外国語指導助手)スティーブンさん来校による授業（「東校舎」）
・大分市社会科マイスター：村谷郁夫さん来校による指導（午前「西校舎」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:10、3～6年生 16:10）

12 日 ・木佐上ひょうたん祭り 13 月 ＜成人の日＞・木佐上ひょうたん祭り

・１～６年生：体育集会(8:05～8:25「東校舎運動場又は体育館」長なわ)
・ＩＣＴ(情報通信技術)支援員：熊谷貴子さん来校による授業（「西校舎」）

14 火
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「東校舎相談室」）
・身体測定（２校時目：１年生「保健室」、３校時目：２年生「保健室」）
・３年生：姫野良子栄養教諭による食に関する指導（５校時目「教室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1年生 15:10、2～6年生 16:10）

・９年生：私立高校推薦・特別奨学生入学試験
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「西校舎相談室」）

15 水 ・身体測定（２校時目：５年生「保健室」、３校時目：６年生「保健室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 13:20） ・職員定時退勤日
・大分市小学校教育研究会部会研修会(14:15～「大分市内各会場小学校」)

・１～９年生希望者：３学期フッ化物洗口開始（8:00～8:10「各教室」）

16 木
・身体測定（２校時目：３年生「保健室」、３校時目：４年生「保健室」）
・児童生徒会役員(会長、副会長、議長)選挙（３・４校時「西校舎体育館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～3年生 15:10、4～6年生 16:10）

・１～４年生：なかよしタイム（8:00～8:20「東校舎運動場及び体育館」)
17 金 ・１～９年生：地震・津波避難訓練（午前中に放送で開始「東西校舎別」）

・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:10、3～6年生 16:10）

19 日 ・大分市Ａブロック地区対抗駅伝大会(9:00～「昭和電工ドーム周辺道路」）

・ＩＣＴ(情報通信技術)支援員：熊谷貴子さん来校による授業（「東校舎」）
・大分市英語マイスター：大賀弘史さん来校による指導（午前「西校舎」）

20 月 ・大分市国語マイスター：田辺久也さん来校による指導（午後「西校舎」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 14:40、3～6年生 15:40）
・大分市中学校教育研究会地区集会（14:20～「大分市内各会場中学校」）

・大分市標準学力調査（４年生：①国語[聞き取りテストを含む]、②算数、③理科）、
（７年生：①理、②国[聞き取りテストを含む]、③英[聞き取りテストを含む]、④社、⑤数)

21 火 ・９年生：第５回校内実力テスト（理・国・英・社・数の順番で実施）
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「東校舎相談室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1年生 15:10、2～6年生 16:10）

・“にゃーごの会”の方々による本の読み聞かせ(8:05～8:20「1～6年教室」）
22 水 ・大分市数学マイスター：生野克巳さん来校による指導（午前「西校舎」）

・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:45） ・校内研修会(15:00～)

・１～９年生希望者：フッ化物洗口（8:00～8:10「各教室」）
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「西校舎相談室」）
・大分市教委英語教育推進室巡回学校訪問（午前中「東・西校舎各教室」）

23 木
・４年生：姫野良子栄養教諭による食に関する指導（３校時目「教室」）
・ＳＣ(スクールカウンセラー)河野次男さん来校（12:30～16:30「西校舎相談室」）
・大分市中学校生徒会役員交流会（13:３0～「大分市コンパルホール」）
・４・８年生：元気な佐賀関集会（13:30～15:00「佐賀関公民館集会室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～3年生 15:10、4～6年生 16:10）

・１～４年生：モーニング作戦（8:05～8:25「東校舎運動場の草取り等」）
24 金 ・７・８年生：第１回児童生徒会拡大執行部会（昼休み中「英語教室」）

・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:10、3～6年生 16:10）

・ＩＣＴ(情報通信技術)支援員：熊谷貴子さん来校による授業（「東校舎」）
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「西校舎相談室」）

27 月 ・１～４年生：児童生徒会専門委員会（５校時目「東校舎各教室」）
・５～９年生：児童生徒会専門委員会（６校時目「西校舎各教室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～3年生 14:40、4～6年生 15:40）

・１～４年生：文化集会（8:05～8:25「東校舎ホール」２年生の発表）

28 火
・ＩＣＴ(情報通信技術)支援員：熊谷貴子さん来校による授業（「西校舎」）
・ＳＳＷ(スクールソーシャルワーカー)古賀春菜さん来校（9:00～17:15「東校舎相談室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1年生 15:10、2～6年生 16:10）

29 水
・大分市理科マイスター：羽野 隆さん来校による指導（午前「西校舎」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:45） ・校内研修会(15:00～)

・９年生：私立高校一般入試
・１～９年生希望者：フッ化物洗口（8:00～8:10「各教室」）

30 木
・ＩＣＴ(情報通信技術)支援員：熊谷貴子さん来校による授業（「東校舎」）
・６年生：劇団四季観劇（10:30～「ホルトホール大分」）
・１年生：動物愛護センターによる命の授業（10:40～「東校舎体育館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～3年生 15:10、4～6年生 16:10）

31 金
・５～９年生：児童生徒会専門委員会：引継式（６校時目「西校舎各教室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:10、3～6年生 16:10）

１１/２８(木)「子どものためのクラッシックコンサート」
以前、大分県教職員互助会の主催事業であるこのコ

ンサートに申し込んだところ、見事に当選！当日は、
佐賀関小学校の全校児童にも参加を呼びかけ、東校舎
の体育館にて、本校の全児童と一緒に鑑賞しました。
この日は、東京から「東京アーティスト合奏団」の

方々がお越しくださり、第１部は「合奏」、第２部は歌
のお姉さんがたくさんの「歌」を披露してくれました。
第１部の「合奏」では、ヴァイオリン、ヴィオラ、

チェロ、コントラバス、ハープ、フルートなど、普段
なかなか目にすることのない楽器がステージ前にずら
りと並び、演奏がスタート。テレビやＣＤで聴く合奏
とは違う生演奏に、子どもたちは聴き入っていました。

第２部では、「ビリーブ」
や「赤とんぼ」など、子ど
も達がよく知っている歌や
震災復興ソングの「花は咲
く」など心にしみる歌など
を披露してくださいました。

第２部の最後は、振り付きの「ドレミの歌」で、こ
うざき小学校、佐賀関小学校の教員達がずらりと前に
並び、振り付きで歌うと全校児童は大盛り上がり！！
最後は、こうざき小学校を代表して、６年生の大本

陸仁さんが丁寧にお礼の言葉を述べてくれました。

１１/２９(金)６年生「地球温暖化対策出前授業」
この授業は大分市環境部環境対策課が地球温暖化対

策月間の取組の一つとしておこなっているもので、こ
の日の５校時目に、６年生の教室にて実施されました。
子どもたちは、スライドで「地球温暖化の原因が温

室効果ガス(二酸化炭素)にあること」や、「温暖化の影
響で平均気温が100年前と比べて２度も上がっているこ
と」、また、「その影響で年々、集中豪雨や台風の被害
が増えていること」等について教えていただきました。
また、大分市環境部環境

対策課の方から、地球温暖
化を防止するには、一人ひ
とりの取組も大切なので、
１２月３日(火)から行われ
る“エコチャレンジ”にも
みんなで取り組んでほしいというお願いもありました。
最後に、担任の児玉幸治教諭が、“エコチャレンジ”

の項目ごとに、取り組めそうな内容を一人ひとりに確
認し、子どもたちも「二酸化炭素を減らすことが大切
なんだ」という思いを強く持つことができました。

１２/９(月)「学校農園」を耕してくださいました
今年もたくさんのサツマイモを収穫した小学校農園

ですが、収穫後、本神崎の保護者(匿名希望)の方が、
“もみ殻を混ぜ込んでのトラクタ
ーによる土耕し”をボランティア
でおこなってくださいました。
おかげ様で土はフカフカに！本

当にありがとうございました！！

１２/１２(木)５～９年生「２・４・６ｋｍ持久走大会」
昨年度から、コースが中山地区北側スタート→木佐

上→学校となり、５・６年生は２ｋｍ、７～９年生は、
各自、距離を選択できるようにしました。みんな、寒
い中よく頑張りました。各カテゴリー１位の結果は次
のとおりです。１位のみなさんおめでとうございます!!

■５年２ｋｍ（男子１位：渡邉 元輝、女子１位：平川 愛結）

■６年２ｋｍ（男子１位：郷司 大雅、女子１位：正尾 桃花）

■７～９年２ｋｍ女子選択コース（１位：矢野 輝［８年］）

■７～９年４ｋｍ男子選択コース（１位：大本 凪人［８年］）

■７～９年４ｋｍ女子選択コース（１位：志賀菜々美［８年］）

■７～９年６ｋｍ男子選択コース（１位：高橋那由多［９年］）

１２/１１(水)７～９年生「体験型自転車安全講習」
この日の５校時目に、西校舎体育館にて、７～９年

生を対象に“体験型”の自転車安全講習を行いました。
講師は大分県交通安全協会の野村指導員と大分東支

部の都築指導員で、特に、自転車に関する法律やマナ
ー等について詳しく教えていただくとともに、持って
きていただきた重くて高価な

➞

“自転車シュミレーター”
を使った疑似乗車体験を行わせていただく中で、「先の
状況を予測しながら運転すること」の大切さや「夜道
に潜む危険への対処方法」等を教えていただきました。
夜間の自転車運転には特に気をつけてほしいです！

１２/１３(金)１年生「馬場地区での発表・交流」
この日の10:45から１年

生が馬場の“元気サロン”
の会場におじゃまし、発表
・交流会を行いました。
１年生は自己紹介後、文

化祭でも好評だった「おむずびころりん」の劇を披露。
はつらつとした元気いっぱいの演技に、高齢者の方々
は大変喜んでくださいました。その後、振り付きで「パ
プリカ」という曲を歌い、手話で「あの青い空のよう
に」も歌いました。最後
は肩たたきをしてさらに
交流を深め、帰りには一
人２個ずつ手作りのお手
玉をいただきました。

１２/１１(水) ４年生「赤ちゃん：命の授業」
この日の３校時目に、４年生が「体育科：保健」と

「性に関する指導」を兼ね、大分県助産師会が主催す
る「命の授業」を受けました。この日は、３名の助産
師さんが来校し、まず、詫摩千晴さんが「大人になる
ってどんなこと」と、スライ
ドを使って、子どもから大人
になる体の変化とその時々の
注意点について詳しく教えて
くださいました。その後、持
ってきていただいた“赤ちゃ
ん人形”を使い、赤ちゃんの抱き方を一人ずつ体験し

ました。首の座っていない赤ちゃ
んの人形をまるで本当の赤ちゃん
を抱っこするように大事に優しく
抱っこする姿は、なんとも微笑ま
しく、みんな、優しい気持ちで授
業を終えることができました。

１２/１０(火)２年生「木佐上地区での発表・交流」
この日の10:45から２年生７名が木佐上の“元気サロ

ン”の会場におじゃまし、発表・交流会を行いました。
会場に入ると、たくさんの高齢者の方々が２年生の

子ども達を大きな拍手で熱烈歓迎してくださいました。
子ども達は、まず振り付きで「ド

レミの歌」を合唱し、途中からは
合奏に変化。見事な演奏でした。
続いて、ハンドベルで「上を向

いて歩こう」と「赤とんぼ」を演
奏し、高齢者の方々も手拍子をし
たり、一緒に歌ったりと、楽しん
でくださいました。終始、温かい
雰囲気の中で発表することができ、
発表終了後には昔懐かしい「ずい
ずいずっころばし」をみんなで一
緒に行い、「肩もみ」、「スカットボ
ール(子ども達は高齢者チームに完敗!!)」もしてジ
ャンボタクシーの迎えが来るまで
時間いっぱい交流を深めました。

令和 元 年１２月２４日（火）

第 １６ 号（校長：渡辺文人）
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