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１０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。）

ＰＴＡ育成部「声かけ運動」での感想
９月９日(月)の登校時に、ＰＴＡ育成部が主催する

「声かけ運動」が行われました。感想は次の通りです。

・男子生徒２人が通過。ヘルメット着用、服装、あいさつ

全てＯＫ！（光明園下信号）

・２人の生徒達が元気よく自転車で通学していきました。

(関あじ台下）

・学年が上がるほど、しっかりと気持ちの良いあいさつを

してくれました。（中学校前バス停）

・中学生はあいさつが良かったです。みんな交通ルールを

守って登校していました。（コメリ前交差点）

・自転車通学の生徒３人が元気にあいさつをして通って行

きました。（駅前踏切）

この日の当番の方々、大変お疲れ様でした！！どの
地点も「中学生のあいさつが良い」と、ありました。
私も、朝、中学校の下で立っていてそう思います。

今後は小学生に対して、もっと大きな声で気持ち良く
あいさつをするように指導していきたいと思います。

９／１３(金)５・６年生「ＷＡＺＡチャレンジ」
「プロの職人の技を見たり実際に物作りを体験するこ
とを通し、望ましい職業観や勤労観を養う」ことを目
的として、この日の午前中に西校舎の各会場にて、５
・６年生が「ＷＡＺＡチャレンジ」に取り組みました。➞

講師は、大分県技能士会
に所属する２０名の方々で、
その道のプロの人達です。
それぞれの技能を小学生

に伝えるため、「銅板工芸」、
「石材工芸」、「ミニついた

て」、「キーホルダー」、「フラワー装飾」等の作業がで
きるように朝早くから準備をしてくださいました。
どのコースの児童達も、活動に集中して最後まで真

剣なまなざしで粘り強く取り組んでいました。

また、児童達は、講師の方々に丁寧に教えていただ
いたため作品を上手に作り上げることができ、その完
成品を見てみんな満足しとても喜んでいました。（「ま
た機会があればやりたい。」とも言っていました。）お
世話になった講師の皆様、ありがとうございました。

「差別をなくす人権標語」優秀作品おめでとう！
夏休み中に考え、応募してもらった標語の優秀作品

が決定しました。この賞も、１２月１日(日)に佐賀関
市民センターで行われる“佐賀関地区青少年健全育成
大会”において、「親子で考える児童標語」の優秀作品
と一緒に表彰されることになります。おめでとう！！

【２年】山田 帆乃 さん

「ごめんなさい けんかになっても なかなおり」

【３年】岡村 颯真 さん

「それいいね きみのえがおが かがやいた」

【５年】高森 真子 さん

「あいさつは いじめをなくす 第一歩」

【６年】牧野 華菜 さん

「助け合い 世界の平和の 第一歩」

【７年】八條琥太郎 さん

「考えて その一言は 正しいか」

【９年】山本 心美 さん

「一言で 変わるよ あの子の 大事な人生」

中学部「冬服への衣替え」の時期となりました
中学部では、来週の９月３０日(月)から１０月１８

日(金)が「冬服への衣替え」の移行期間です。
１０月２１日(月)からは「完全冬服」となります。

注意点として・・・
■ 男女ともに、中着の色は「白」、「黒」、「紺」、
「グレー」の派手でない色とします。

■ ハイネックのものは着ないこと。男子は制服の
カラーからはみ出さないこと。

・・・です。
きまりは守りましょう！（オシャレは私服で！！）

９／１８(水) ７年生校内研究授業「道徳」
本年度は、小学部が「プログラミング教育」と「英

語科」、中学部は「道徳」の研究に取り組んでいます。
この日の５校時目に７年生の教室にて、担任の津島

栄志教諭が道徳の授業を検証授業として行いました。
生徒達は「思いやり」につ

いて、個人やグループで考え
を深めていました。今回は、➞

９月から大分市内の全小中
学校に配備された新しいタブ
レット・パソコンを活用し、
公立学校で使える教育ＩＣＴ
の“まなびポケット”の中に

ある「白板ソフト」
というソフトを使っ
て考えていきました。
生徒はタブレット・
パソコンをうまく使
いこなしていました。

９／１１(水)「大分教育事務所による学校訪問」
この日の13:00から、大分教育事務所の米持武彦所長

をはじめ５人の職員が、まず西校舎に来校し、５年生
から９年生までの授業の様子を観察。その後、東校舎
に移動して１年生から４年生の授業の様子を観察した
後、本年度の学校経営についての現状と課題について
協議を行うとともに、授業を観察しての感想や気にな
った点について指導・助言をしていただきました。
特に、授業についての改善点等としては・・・

・個人ごとにホワイトボ-ドを持たせているところが良い。自分の

考えがすぐに書け発表や説明の際に速やかに使えるので継続を。

・発表した児童生徒の考えについてどう思うか、ペアやグル-プで

話し合ったりする学習場面をもっと工夫して増やして欲しい。

・各学年とも「めあて(今日の課題の見通し)」と「ふりかえり(自

分ができたことの確認)」を統一すること。今日の授業の課題に

は大きすぎるものがあった。もっと限定した課題を設定すること。

授業についてだけでなく、
１学期までの学校経営の現
状と課題についても、細か
い部分までたくさん指導助
言をしていただきました。
今後、早急に改善してい

きたいと思います。

日 曜
１０ 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（「西校舎」）
１ 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」）

・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）

・７・８年生：大分市中学校新人競技大会①（終日「大分市内各競技会場」）
２ 水 ・５年生：人権学習（終日「大分市ホルトホール：ヒューレ大分」）

・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

・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」）
３ 木 ・９年生：第２回確認テスト①（2校時：理科、3校時：国語、4校時：英語で実施）

・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（8:05～8:25「東校舎運動場」等）
・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」）

４ 金 ・９年生：第２回確認テスト②（1校時：社会、2校時：数学の順で実施）
・６年生：ユニバーサルデザイン授業（10:30～12:00「西校舎体育館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 15:10、3～6年生 16:10）

５ 土
・英語検定（5･4級 8:30～、3･準2級 10:30～「西校舎9年教室、英語教室」）
・７・８年生：部活動中止開始（中間テストに向け、９日[水]まで中止）

・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」）

７ 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」）
・４～６年生：第２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（1～3年生 14:40、4～6年生 15:40）

・１～６年生：体育集会（8:05～8:25「東校舎運動場又は体育館」）
・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」）

８ 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」）
・１～６年生：バサジィ大分選手との交流(３校時目 1～4年生、４校時目 5・6年生「東校舎運動場等」）
・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 16:10）

９ 水
・“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」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:45）、小中別研修会（15:00～）

・７～９年生：中間テスト(２～６校時 ７年生：国英社数理、８年生：社数理国英、９年生：理国英社数の順に実施)

10 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」）
・就学時健康診断（13:45～説明、14:00～子育て講演会「東校舎ホール」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 13:10、3～6年生 15:10）

・１～６年生：努力遠足(8:40～ 1～3年生「日吉原公園」、4～6年生「亀塚古墳」）
11 金 ・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」）

・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:45）

12 土 ・７・８年生：大分県中学校新人競技大会(野球・サッカー：～14日[月])

14 月 ＜体育の日＞

・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」）
・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」）

15 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」）
・６年生：福祉学習講座(10:30～12:10「西校舎体育館」障がい者スポーツ)
・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）

・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」）
16 水 ・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究会（14:15～「大分市内各会場小学校」）

17 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」）
・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）

18 金
・１～７年生：こうざきクリーンアップ作戦(8:15～9:30「神崎八幡神社」)
・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 土 ・７・８年生：大分県中学校新人競技大会(卓球・バレー：～２０日[日])

20 日 ・こうざき石棺様祭り（９：４０～神事、式典「神崎八幡神社境内」）

・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」）
21 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（1～3年生 14:40、4～6年生 15:40）

22 火 ＜即位礼正殿の儀の日＞

・“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」）
・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」）

23 水 ・体力向上に係る市教委学校訪問（2～4校時「西校舎体育館及び運動場」）
・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（1～6年生 14:45）・小中別校内研（15:00～）

・９年生：第４回校内実力テスト（理・国・英・社・数の順番で実施）

24 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」）
・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」）
25 金 ・７～９年生：人権・同和教育講演会（13:45～15:15「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 15:10、3～6年生 16:10）

26 土 ・７・８年生：大分県中学校新人競技大会(ソフトテニス：～２７日[日])

27 日 ・大分市消防団東部師団第７方面隊内点検（午前中「西校舎グラウンド」）

・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」）
28 月 ・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 15:40）

・１～４年生：文化集会(8:05～8:25「東校舎1階ホール」文化祭ミニ予告)
29 火 ・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」）

・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）

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

31 木
・大分市教委英語教育推進室指導主事等巡回訪問（午前中「東西校舎」）
・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 16:10）

９／４(水)～６(金) ８年生「職場体験学習」
①「相手の目を見て伝えたいことをはっきり伝える

コミュニケーション能力を高める」、②「実際に働く
ことにより働く人々の生きがいや仕事に対する思いを
知る」、③「働くことの喜びや苦労・厳しさを体感し
働くことの意義や価値を学ぶ」、④「社会人として必
要な挨拶や礼儀、社会のルールやマナーを学ぶ」、⑤
「体験を通して自分の将来の夢や希望について考える」
の５点を目的に、８年生が職場体験学習に臨みました。
この３日間は、原則として９：００から１５：００

まで、“事前に各自が希望した職場へ自宅から直接行
き、帰宅する”方式で、より本当の姿に近い形で学習。
今年は、２～３人組の少人数編成としたため、受け

入れてくださった事業所は下記の１６ヵ所にも及び、
期間中は大変ご迷惑をおかけいたしました。
大変お忙しい中、本校の生徒を受け入れてくださり、

また、丁寧にご指導いただき、本当にありがとうござ
いました。来年度もよろしくお願いいたします。

「Baby face大分大在店」様、「JFおおいた佐賀関支店」様、
「ヘアースペースTiora」様、「安東建設」様、「小野自動

車」様、「光明園」様、「国道九四フェリ-」様、「佐賀関

公民館」様、「佐賀関病院」様、「Châteraisé大在店」様、

「ドラッグSEIMS馬場店」様、「どうわこども園」様、「東

大分システム」様、「JXTGパンパシフィック・カッパー」

様、「大分市東消防署佐賀関分署」様、「津野農園」様

「親子で考える児童標語」多数の申込を！
佐賀関地区青少年健全育成会連絡協議会が主催する

標語の募集で小学１年生から４年生が対象です。ぜひ、
ご家庭で保護者の方々とお子さんとで一緒に考えてい
ただき１０月３１日(木)までに学校に提出願います。
なお、優秀作品は、１２月１日(日)に佐賀関市民セン
ターで行われる“佐賀関地区青少年健全育成大会”に
おいて表彰されますので、ふるってご応募ください！！

「サル」が出没！十分注意を！！！
９月２４日(火)と２５日(水)に木佐上地区や駅市営

周辺で「サル」５・６頭の目撃情報が警察からありま
した。もしも「サル」に出会ってしまったら、“①大き
な声を出さない、驚かせない”、“②近寄らない”、“③
目をあわせない”、“④食べ物を見せない”の４点を必
ず守って、「サル」に襲われないようしましょう！！

令和 元 年 ９ 月２７日（金）

第 １０ 号（校長：渡辺文人）
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