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９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。）

７／２６(金)～２８(土)「木佐上サマースクール」
３３回目の「木佐上ふれあいサマースクール」が旧

木佐上小学校や浄慶寺等において開催されました。
本年度の参加者は昨年度のほぼ倍の２８名（本校の

１～６年生が中心）で、１日目は「開校式」、「班旗作
り」、「レク」そして、「ドローン」を使っての学習。

２日目は大変気持ちの良い➞

「淵の滝での水遊び」を
メインに「夕食の買い出
し」、「花火」、「班の出し物」
等で終了。３日目は「まと
め、短冊作り(川柳を詠み
ました)」「掃除」「閉校式」

でした。夏休みの大変良い思い出ができたようです。
お世話をしてくださった事務局、ボランティアの皆

様方本当にありがとうございました。お疲れ様でした！

７／１８(木)「学校運営協議会・学力向上会議」
この日、西校舎の地域交流室にて、各地区自治委員

代表者や学校評議員、地域の関係者にご出席いただき、
本年度１回目となる「学校運営協議会」を14:00から、
引き続き「学力向上会議」を14:45から開催しました。
まず、「学校運営協議会」

では、初めての方もいら
っしゃるということで、
“学校運営協議会の設置
等に関する規則”について確認。次に“本年度の学校
経営計画”について、①確かな学力の育成、②豊かな
心の育成、③健康の増進と体力の向上、④小中一貫教
育の推進、という学校経営の４つの重点について私が
説明し、委員からの質疑と応答を実施。本校の特色を
生かすためにも、来年度も中学部に音楽科教員１名と
英語科教員２名を配置するよう、大分市教育委員会と
大分教育事務所に強く要望することを確認しました。
その後、引き続き「学力向上会議」を行い、まず、

小・中学部別に「学力向上プラン」について説明。続
いて１学期の「３年生以上の複数単元テスト(小学部）」
と「期末テスト(中学部)」について、それぞれの結果
と課題分析、改善策を報告しました。特に「期末テス
ト(中学部)」については、国語、社会、数学、理科、
英語の各教科担任が細かく結果を分析しており、その
具体的な改善策についても確認し、質疑応答を実施。
学校では「授業改善・個別指導」を徹底することや

「家庭学習の手引き」の内容を再検討し、保護者と連
携して家庭学習を充実させること等を確認しました。
また、“いじめの助長”や“学習の妨げ”の原因にも

なるスマートフォンの所持についても意見が出され、
引き続き児童生徒に注意喚起を行うよう確認しました。

ソフトテニス部「九州・全国大会」出場！
７月２４日(水)～２６日(金)に大分市で行われた、

大分県中学総合体育大会ソフトテニス競技会において、
団体戦では男子が見事、優勝！個人戦では男子の杉野
匠・吉良倫太朗組（各９年生）が優勝、女子の藤澤詩
乃・伊藤安優果組（各９年生）が３位となり、ともに
九州大会出場を決めました！
その後、８月８日（木）に佐

賀県で行われた九州中学校総合
体育大会ソフトテニス競技会の
個人戦において、男子の杉野 匠
・吉良倫太朗組が準優勝し、➞
京都府宇治市での全国中学総体
への出場を決めました！
そして、８月２１日(水)に宇

治市で行われた全国中学校総合体育大会ソフトテニス
競技会の個人戦では、残念ながら新潟県の選手（日本
代表の強化選手ペアだそうです。ひゃ～）に惜敗。
それにしても、九州大会での台風や猛暑の中、最後

まで本当によく頑張りました。大変お疲れ様でした！！
なお、今回の九州・全国大会ともに、保護者や地域

の皆様方からお寄せいただいた「神サポ」を使わせて
いただき、大変助かりました。あらためて、心からお
礼を申し上げます。大変ありがとうございました。

８／２０(火)大分東警察署管内「学校連絡会議」
大分東警察署の三浦一

也署長さんの発案で、今
回初めて管内の中学校
(本校、佐賀関、坂ノ市、
大在、鶴崎、東陽、大東)

の校長と高等学校(大分東、大分鶴崎、鶴崎工業、情報
科学)の生徒指導担当者及び日本文理大学の関係者、ス
クールサポーターが大分東警察署に集まり、管内の治
安情勢とその予防策等について協議を行いました。
現在、管内の中・高・大学生で特に問題になってい

るのは“自転車の盗難”で、昨年度、管内での自転車
盗発生件数７９件の内、学生の被害が５８件とのこと。
重大な事件や不良行為はほとんどないものの、自転

車盗も立派な犯罪であるため、この犯罪を起こさせな
いようにすることについてじっくりと協議をしました。
各学校で、自転車に２ヵ所鍵をかける“２ロック”

を啓発するとともに、駅や商業施設、また、自宅の駐
輪場でも鍵をかけて盗難を予防することを児童生徒に
徹底していくことになりました。（指導していきます。）

７／１９(金) １～６年生「地区児童会」
終業式であるこの日の朝、

恒例の地区児童会が東校舎
の各教室で行われました。
各地区では、地区担当の

教員と一緒に、久しぶりに
東校舎に来た５・６年生が中心となって会を進行し、
ラジオ体操の実施場所や実施日、集合・実施時間等、
“夏休みのくらし”の内容について確認をしました。

７／１１(木)８年生「ヤングキャリアアドバイザーによる講演」
この日の５校時目に西校舎の音楽室にて８年生が「ヤ

ングキャリアアドバイザー」の講演を受講しました。
この講演は大分市商工労政課の主催で“中学生に対

し将来の仕事について考えるきっかけを作り、早い段
階から職業観を育成する”ことを目的としており、本
校のキャリア教育(進路指導)の一環として行いました。
また、この講演は「自分が中学生に対して話をする

ことで、なぜ、この仕事に就いたのかを、あらためて
考えるなど仕事に対する思いを再確認でき、さらに意
欲がわいた」と、講演をおこなった方々の意欲を喚起
することも目的としているそうです。(なるほど！)
今回、本校に来ていただいた講師は、ジャパンセミ

コンダクター大分営業所施設管理部の秦 良平さんで、
秦さんからは、「中学生に伝えたいこと」として、半導
体生産をするための環境整備、工場の設備管理等、仕
事の内容と仕事に向かう際の心構えや、実際にあった
仕事上の苦労話などをお聞きすることができました。
また、仕事上、環境衛

生に深い関わりを持たれ
ていることから、川や海
の水質汚染等の問題等に
ついても丁寧にお話し➞
してくださいました。
そして、まとめとして

「学ぶ姿勢や勉強するク
セをつける。仕事を始めてからも学ぶことだらけであ
ること。」と「やりたいことや将来なりたい自分像を見
つけること」、「今、経験していることは将来に役立つ
ので今を全力で楽しむこと」を教えてくださいました。

日 曜
９ 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。）

・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年生：歯科保健指導（４校時目「７年生教室」）

２ 月
・大分市シェイクアウト2019津波避難訓練（11:45～「東・西校舎内外」）
・児童生徒会専門委員会（6校時目「東校舎：4年生のみ」、「西校舎：5～9年生」）
・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 15:30）
・勤務時間外の音声アナウンスによる電話対応開始

・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）

３ 火
・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」）
・１・２年生：身体測定（２・３校時目「東校舎保健室」等）
・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 16:00）

・８年生：職場体験学習：１日目（終日「市内各事業所」）

４ 水
・９年生：第３回校内実力テスト（理・国・英・社・数の順番で実施）
・３・４年生：身体測定（２・３校時目「東校舎保健室」等）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:40）、合同校内研修会（15:00～）

・８年生：職場体験学習：２日目（終日「市内各事業所」）
５ 木 ・５・６年生：身体測定（２・３校時目「東校舎保健室」等）

・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 16:00）

・１～４年生：なかよしタイム（8:05～8:25「東校舎運動場」等）

６ 金
・８年生：職場体験学習：３日目（終日「市内各事業所」）
・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」）
・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 16:00）

・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」）
９ 月 ・４～６年生：第１回クラブ活動（14:30～15:15「東校舎運動場・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 15:30）

・１～６年生：体育集会（8:05～8:25「東校舎運動場又は体育館」）

10 火
・９年生：環境学習（終日「くじゅう九電の森」）
・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年生 15:10、2～6年生 16:00）

・“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」）

11 水
・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」）
・大分教育事務所長等関係者学校訪問（13:30～15:10「東西校舎各教室」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:40）、小中別研修会（15:00～）

12 木
・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 16:00）

・１～４年生：モーニング作戦（8:00～8:20「東校舎運動場の草取り等」）
13 金 ・大分市英語弁論暗唱大会(志賀菜々美さん［8年］と下郡愛優梨さん［9年］が出場）

・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 16:00）

14 土 ・関の鯛つり踊り大会（18:40～「佐賀関市民センター駐車場」）

16 月 ＜敬老の日＞

17 火
・１～４年生：学級集会（8:05～8:25「学級ごとの会場」）
・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 16:00）

・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」）
18 水 ・７年生：校内研究検証授業研究会（５校時目「道徳」津島栄志教諭）

・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:40）・合同校内研修（15:00～）

・学校公開日：１日目（どなたでも授業の様子をご覧いただけます。）
19 木 ・５年生：すこやか検診（12:15～「西校舎保健室」）

・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 16:00）

・学校公開日：２日目（どなたでも授業の様子をご覧いただけます。）
・４年生：社会見学（終日「大分市古国府浄水場、大分市中央消防署」等）

20 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」）
・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」）
・大分市教育委員会英語教育推進室学校訪問（午後「東・西校舎教室」等）
・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 16:00）

23 月 ＜秋分の日＞

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

24 火 ・３年生：歯科保健指導（２校時目「３年生教室」）
・５年生：歯科保健指導（３校時目「５年生教室」）
・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 16:00）

・“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」）
・７年生：集団宿泊訓練・屋外調理体験：１日目（「九重青少年の家」）

25 水
・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」）
・５年生：校内研究検証授業研究会（５校時目「図工」立川 優教諭）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:40）・合同校内研修（15:00～）

・７年生：集団宿泊訓練・屋外調理体験：２日目（「九重青少年の家」）
26 木 ・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（1～3年生 15:10、4～6年生 16:00）

・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」）

27 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」）
・大分市中教研地区集会（14:20～「各会場」 ※ 7～9年生は午前中授業）
・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 16:00）

・文化祭開幕行事兼市中学校新人大会激励会（５校時目「西校舎体育館」）

30 月
・１～４年生：大分市教育委員会英語教育推進室巡回訪問(午前「東校舎」)
・児童生徒会専門委員会（6校時目「東校舎：4年生のみ」、「西校舎：5～9年生」）
・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 15:30）

７／１１(木) ９年生「いのちの授業」
この日の午前中、西校舎にて９年生が「家庭科」と

「性に関する指導」を兼ね、大分県助産師会主催の“い
のち”に関する活動を体験させていただきました。
まず“大切ないのちをつないで”と題し大分県助産

師会の詫摩千晴さん(本神崎在住)が音楽室にて講演を
実施。男女の性の特徴や思春期の身体、いのちの誕生
に関する仕組み・大切さ等につ
いてお話しくださいました。➞
その後、１階の地域交流室に

移動し、“赤ちゃん抱っこ体験”
と“妊婦体験”等を行いましたが、➞

“赤ちゃん抱っこ体験”では、生
後７ヶ月の、みゆきちゃんと、こう
すけくん、生後５ヶ月の、るいくん
という３人の赤ちゃんがお母さんと

一緒に来てくださっており、９年生は全
員興奮し、緊張しておりました。また、
班ごとに、赤ちゃん模型人形でも練習➞
をしながら小さないのちの大切さをしみ
じみと感じることができたようでした。そして

➞

“胎
児模型”も見せていただきなが
ら、グループごとに順番を決め

て交代で“妊婦体
験”に参加。助産師さんから大変重たい➞
“妊婦体験服”を着せていただき、動

きにくさを実感することができました。

７／１９(金)「１学期終業式」での決意表明
＜７年生代表：浅野煌星さんの“１学期の反省と２学期に向けて”を紹介します＞

１学期は、中学生となり、授業時間や授業内容、部活動など、
これまでとは違うことが始まり、生活のリズムが大きく変わり
ました。はじめはなかなか慣れず、注意されることがありまし
たが、それもだいぶ慣れてきました。そんな中、僕個人の反省
は、学習に関することです。例えば、休憩時間は次の授業の準
備をしなければならないのですが、友達と話す時間が多くなっ
て少し遅れてしまったことがありました。また、クラスとして
は、授業前の黙想ができていない人がいたり、授業に関係のな
い話をする人がいました。黙想は、休憩時間が終わったというけじめをつけるもの
なので、黙想をしないと授業に集中しにくくなります。しかも、授業に関係のない
話をすると集中している人のじゃまになります。なので、２学期はクラスの１人ひ
とりが休憩時間とのけじめをつけるためにもきちんと黙想し、授業では分からない
ところを分からないままにしないように、関係のない話をせず、全員が集中して授
業に取り組む時間にして、分からないところを教え合えるクラスにしたいです。僕
個人として２学期に頑張りたいことは「挨拶」です。理由は大きな声で挨拶をする
と、気持ち良く授業を始めることができ、終わりには授業とのけじめをつけること
ができるからです。他にも、友達や先生方、地域の方々に挨拶すると、された相手
は気持ちが良くなります。また、挨拶を自分に返されると、自分も身持ち良くなる
ので、僕は２学期に向けて挨拶を一生懸命頑張ります。そのためにも「ありがとう
ございます」のお礼や「はい」等の返事をしっかりと言うようにしていきたいです。

令和 元 年 ８ 月２６日（月）

第 ８ 号（校長：渡辺文人）
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