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２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。）

１２/１９(木) １～６年生「体力アップ教室」
この日、ロンドンオリンピックのフェンシング日本

代表チームのトレーナーを務めた石井 聡さんを講師
に迎え、２校時目に５・６年生、３校時目は１～４年
生の児童を対象に「ワクワク体力アップ教室」を実施。

５・６年生 ➞は基本の運動で体をほぐした後、「早
く走る走り方」について学習。① かかとをつけない、
② ももを高く上げる、③ 腕を振る、④ 前を見て集
中して走る、の４つのポイントに分けて練習し、練習
後は練習前と比べるとフォームがきれいになるなど、
児童達は早く走るこコツを体感できたようでした。

１～４年生 ➞は、「基本の運動」を中心に、肩の関
節を柔らかくする運動（なべなべそーこぬけ）を実施。
２人組から始め、コツをつかむとだんだん人数を増や
していき、最後は１～４年生までの全員で行いました。
１～４年生の児童達は人数が増えるたびに大喜びで、

体を動かす楽しさを本当に実感できたようでした。
最後に石井さんから「子どものうちに色々な動きや

遊びをやってほしい。その中で体の動かし方がわかり、
体育が大好きになるよ。」と、アドバイスも。オリン
ピック日本代表チームのトレーナーから、直々に体を
動かすことの楽しさを学んだ貴重な２時間でした。

１２/１９(木)「こども未来絵画・作文コンクール」表彰式
佐賀関のＪＸ金属株式会社・ＰＰＣ株式会社が主催

する「佐賀関こども未来絵画・作文コンクール」に応

募(佐賀関小・中学校と本校が対象)したところ、下記

のとおり受賞者が選考され、この日の１５：３０から

佐賀関公民館の集会室にて表彰式が行われました。

表彰式には、大分県工業振興課の田北課長さんや大

分市の佐藤市長さん、大分市教育委員会の三浦教育長

さん、大分市議会議員の方々等、たくさんのご来賓が

出席され、厳正な雰囲気の中で式が行われました。

受賞者の中では、本校５年生の平川愛結さんと本校

９年生の薬師寺芙美さんが、それぞれ副賞としてＪＸ

金属・ＰＰＣの本社見学を含む“東京旅行(３月)”も

受賞。うらやましいです！みなさんおめでとう！！

■未来大賞（本校関係分）

＜小学校１～３年生（絵画の部）＞ 二宮 颯大くん（３年生）

＜小学校４～６年生（絵画の部）＞ 平川 愛結さん（５年生）

＜中学校１～３年生（作文の部）＞ 薬師寺芙美さん（９年生）

■ＪＸ金属社長賞（本校関係分）

＜小学校１～３年生（絵画の部）＞ 姫野 太聖くん（２年生）

＜小学校１～３年生（絵画の部）＞ 正田 真里さん（３年生）

＜小学校４～６年生（絵画の部）＞ 長野 愛叶さん（６年生）

＜中学校１～３年生（作文の部）＞ 平川瀬里花さん（８年生）

■ＰＰＣ社長賞（本校関係分）

＜小学校１～３年生（絵画の部）＞ 岩丸 季叶さん（１年生）

＜小学校４～６年生（絵画の部）＞ 小田 紗己さん（４年生）

＜小学校４～６年生（絵画の部）＞ 實崎 心陽さん（５年生）

＜中学校１～３年生（作文の部）＞ 村上 早郁さん（７年生）

＜中学校１～３年生（作文の部）＞ 山本 心美さん（９年生）

１/８(水)・９(木)「新春書き初め大会」を実施
１月８日(水)の１校時目に３学期の始業式を東校舎

の体育館にておこなった後、この日の３・４校時目に➞

西校舎の体育館にて、５～
９年生全員が参加し「新春書
き初め大会」を行いました。
全員が、昨年を反省して考

えた“新年の誓い”や今年１
年の目標として「気合」「努
力」「真面目」等の文字を思

いを込めて真剣に書き、終了後には「うまく書けなか
ったけど一生懸命に書きました。」等の感想も発表。
１年のスタートになるこの「新春書き初め大会」の活
動に５～９年生は集中して取り組むことができました。
翌日の１月９日(木)には

１～４年生全員が３・４校
時目に東校舎１階ホール➞
にて「新春書き初め大会」
を実施。１・２年生は“硬
筆”、３・４年生は“毛筆”
を行い、「今年頑張ること」
を文章や文字にする書き初
めに挑戦しました。また、最後の感想発表では「去年
より字が上手に書けました。」、「思ったように書けま
せんでしたが、一生懸命頑張って書きました。」等々
たくさんの児童が進んで感想を言うなど、この日の頑
張りをみんなの前で堂々と発表することができました。

１２／２５(水)「ミニ門松作り」を行いました
冬休みがスタートしたこの日の午前中、「ミニ門松

作り」が本校東校舎１階のホールにて行われました。
本年度も、こうざき校区まちづくり協議会の方々が

講師となり、約５０名の児童とその保護者の方々が参
加して９：００過ぎから早速「ミニ門松作り」を開始。
この日を迎えるにあたっては、事前に多くの関係者

の方々が用具や作業の下準備を丁寧にしてくださって
おり深く感謝申し上げる次第です。児童達は、講師の
方々のアドバイスを受けながら 用意していただいた

「梅」や「松」の枝、「南
天」の実、飾り用の色紙等
を使って丁寧に作業を進
め、全員が立派な「ミニ門
松」を作り上げていました。
「ミニ門松作り」終了後
は、女性部の方々が作って
くださったカレーライスを
参加者全員で美味しくいた
だき閉会。関係者の方々に
は大変お世話になり本当に
ありがとうございました。

５・６年生が「新春ひょうたんまつり」に出展
１／１２(日)・１３日(月)の２日間、旧木佐上小学

校下の“老人憩いの家”にて「新春ひょうたんまつり」
が行われ、本校の５・６年生全員が作製(絵付け)した➞

作品が展示されました。
出展したひょうたんは、

木佐上コミュニティーひ
ょうたん部会の方が“昨
年３月に種まきをし１０
月末に収穫後、水につけ

中身を腐らせて取り出し、乾燥させて仕上げたもの”
を１２月にいただき、５・６年生全員が図工の時間等
を使って作製（絵付けや、ニス塗り）したものです。
私は初日の１２日(日)に見学に行き

ましたが、販売用のひょうたんの中に
一目惚れしてしまったものがあった➞
ため、つい買ってしまいました。(高さは
２５cm程で値段は１,０００円でした。我が家の玄関の飾り棚に置きました。)
まだ、行かれたことのない方は、ぜ

ひ来年行かれてご覧になってください。

日 曜
２ 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。）

・ＡＬＴ(外国語指導助手)スティーブンさん来校による授業（「西校舎」）
３ 月 ・令和３年度さがのせき連合小学校修学旅行業者企画説明会(16:00～「佐賀関小」校長が出席)

・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）

・９年生：県立高校推薦入試（１日目）
・１～９年生：全校朝会（8:05～「東西各校舎ホール」通信機器での朝会）

４ 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」）
・大分教育事務所職員学校訪問(13:30～15:10 授業参観「東校舎→西校舎」、協議「西校舎校長室」)
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1年生 14:40、2～6年生 15:40）

・９年生：県立高校推薦入試（２日目）

５ 水
・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」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻(1～6年 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：フッ化物洗口（8:00～8:10「各教室」）

６ 木
・大分市国語マイスター：田辺久也さん来校による指導（午前「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「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」）
・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」）

７ 金 ・１～６年生：縄跳び大会(短縄の部 ２限：低学年・３限：中学年「東校舎体育館」、４限：髙学年「西校舎体育館」)
・６年生(保護者)：神崎中学校入学(進学)説明会(13:50～「西校舎体育館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:30、3～6年生 16:20）

10 月
・１～９年生：平和学習（６校時目「１～９年各教室」）
・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）

11 火 ＜建国記念の日＞

・“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」）
・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」）

12 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「東校舎相談室」）
・７～９年生：薬物乱用防止教室（５校時目「西校舎音楽室」）
・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」）
・１～４年生：社会福祉協議会主催餅つき（10:40～「東校舎1Fホール」）
・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」）

13 木 ・１～６年生：第３回こうざきクリーンアップ及び高齢者へのお餅配り
（13:50～開始式、14:00～各地区へ移動：本神崎の一部地域でお餅配り）
・９年生：年金セミナー（５校時目「９年生教室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:00、クリーンアップ作戦終了後、現地を15:15発）

・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」)
・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」）
・２年生：県助産師会の方々による“命の授業”(2校時目「東校舎ホール」)

14 金
・３年生：県助産師会の方々による“命の授業”(3校時目「東校舎ホール」)
・こうざき小学校入学説明会（14:00～「東校舎１Ｆホール」）
・５・６年生：ネットモラル研修（５校時目「西校舎４Ｆホール」）
・９年生：租税教室（５校時目「９年生教室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:30、3～6年生 16:20）

・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」）
17 月 ・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」）

・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）

・１～６年生：体育集会「縄跳び大会(長縄の部)」（8:05～「東校舎運動場」）
・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」）

18 火 ・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年生 15:10、2～6年生 16:10）
・ＰＴＡ常任委員会（18:45～運営委員会「西校舎２Ｆ被服室」 19:00～常任委員会「西校舎３Ｆ図書館」）

・体力向上に係る大分市教育委員会職員学校訪問（9:30～10:45「西校舎」）
・１～９年生：百人一首大会（３校時目「西校舎体育館」）
・大分市数学マイスター：生野克巳さん来校による指導（午後「西校舎」）

19 水 ・８年生：市教委指導主事招聘研究授業(５校時目：道徳「８年生教室」）
・７・８年生：期末テスト範囲発表、部活動休み(～2/26[水])開始
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:45） ・職員定時退勤日
・家庭学習習慣化ウィーク開始（～2/26[水]）

・１～９年生希望者：フッ化物洗口（8:00～8:10「各教室」）

20 木
・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」）
・大分市教委英語教育推進室巡回学校訪問（午後「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 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」）

21 金
・３年生：社会見学（終日「大分市歴史資料館」、「大分市東消防署」）
・９年生(保護者)：学年末ＰＴＡ（13:45～授業参観、14:45～学級懇談）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:30、3～6年生 16:20）

24 月 ＜振替休日＞

・１～４年生：文化集会（8:05～8:25「東校舎１Ｆホール」１年生の発表）

25 火
・第２回学校運営協議会（14:00～「西校舎地域交流室洋室」)
・第２回学力向上会議（14:45～「西校舎地域交流室洋室」）
・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」）

26 水
・７～９年生：期末テスト１日目（実施教科及び日程等詳細は後日提示）
・４年生：シイタケのコマ打ち体験（10:40～「東校舎１Ｆホール外側」）
・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」）
・７～９年生：期末テスト２日目（実施教科及び日程等詳細は後日提示）

27 木
・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」）
・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：なかよしタイム（8:00～8:20「東校舎運動場及び体育館」)
28 金 ・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」）

・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:30、3～6年生 16:20）

１２/１８(水)７～９年生「スマホ・ケータイ安全教室」

この日の５校時目に、KDDI(携帯電話のauがおなじ
み)の倉沢奈央子さんを講師に迎え、西校舎の音楽教
室にて、７～９年生を対象に安全教室を行いました。
① ネットいじめ、② ゲーム依存、③ ツイッター

トラブル、の３つの事例について、それぞれ事例提案
があり、生徒達は真剣に話し合っていきました。
倉沢さんからの「スマホ・ケータイは単なる機械。

そんなものに人生を左右されていいのでしょうか。」
という問いかけに、生徒達は、かなり神妙に・・・
安全教室の最後には、「これから大人になっても一

生消えない傷になるような使い方をしないように気を
つけたい。」と、生徒達は感想を述べていました。

１/１６(木)新「児童生徒会役員(３役)」が決定
この日の３・４校時目に西校舎体育館にて、５～９

年生の全児童生徒が参加して、新しい役員(３役)を選
ぶ「立会演説会」と「選挙(投票)」を行いました。
「立会演説会」では、会長と議長、副会長に立候補し
た立候補者と応援者がそれぞれ演説を行い、演説が終
了する度に投票を実施。その後、選挙管理委員会が開
票し、翌日の昼休みに選挙結果を校内放送しました。
３役の選挙結果は以下のとおりです。なお、各専門

委員会の委員長と副委員長については、７・８年生の
学級で選出し、今回の結果と併せて来週１／２８(火)
の児童生徒会引継式にて役員の任命を行う予定です。

【児童生徒会長(新9年)】志賀菜々美さん

【議 長(新9年)】藤井 俊行くん 【議 長(新8年)】茶木 麗愛さん

【副会長(新8年)】野田 陸人くん 【副会長(新7年)】正田かいりさん

令和 ２ 年 １ 月２３日（木）

第 １７ 号（校長：渡辺文人）


