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１２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。）

１１月「ＰＴＡ育成部：声かけ運動」での感想
１１月１１日(月)の登校時に、ＰＴＡ育成部主催の

「声かけ運動」が行われ、その感想が集約されたので
お知らせします。引き続き、１～９年生の全校児童生
徒には、大きな声で気持ちの良いあいさつをするよう
に指導していきたいと思います。なお、自転車での横
断歩道の通過については、学校では「自転車に乗った
ままでも良いが、十分に気をつけて通過すること」と、
指導していますので、何卒、お知りおき願います。

・小学生も中学生もあいさつがきちんとできていました。危

険な車両もありませんでした。（コメリ交差点）

・男子４人と女子３人に声かけを実施しました。ヘルメット

の着用はＯＫでしたが、あいさつは少し元気がなかったで

す。横断歩道では自転車を押して渡る人と乗って渡る人が

見受けられました。（光明園下信号）

・特に９年生が気持ちの良いあいさつをしてくれました。車

の交通量は多くありませんでしたが、スピードを出す車が

少し見られ、怖さを感じました。（中学校前バス停)

・徒歩通学、自転車通学とも、子ども達はあいさつをしてく

れました。車（スクールタクシー）での通学の子どもも頭

を下げてくれました。カーブの所で飛ばしてくる車が何台

かあり、危ないなと思いました。（幸崎駅前踏切）

１１/１２(火)とうとう６年生が「椎茸」を収穫
昨年３月、木佐上５区の上野繁巳さんから無償提供

いただいた立派なクヌギの原木(約２０本)に現６年生
(当時は４年生)が椎茸のコマ打ち(植菌)を行いました。

( ➞当時の画像です。みんなで８００個のコマを打ち込みました）

そして、約１年半経った今月、当時コマ打ちした原
木を旧木佐上小学校に運搬し管理してくださっている
“木佐上まちづくり協議会”代表の幸野幸人さん(連合
区長さん)から「あの時の原木から椎茸が生えてきたの
で、ぜひ収穫体験を」と、連絡をいただきました。
ちょうど、翌週から“持久走大会”の練習が始まる

タイミングだったため「練習を兼ねて現６年生みんな
で旧木佐上小学校まで走って行き、椎茸を収穫しよう!」
と、計画したのですが、幸野さんから「来週になると
傘が全部開いてしまうので、早めに！」と、ご指摘が。
そこで、連絡をいただいた翌

日に小学部教務主任の後藤慎治
教諭と２人で旧木佐上小学校へ
行ってみると、たくさんの形の
良い椎茸ができていました。➞
早速、２人ですぐに運べる細

めの原木を私の軽トラに積み、
６年生が待っている西校舎へ。自分たちがコマ打ちし
た椎茸の生えた原木を約１年半ぶりに見た６年生達は
一同に「お～っ」と、歓声をあげてくれました。
そして、１回目、２回目・・・と、全員に１個ずつ

もぎ取ってもらい

➞

、１人合計５個を収穫しました。

今年の３月１日には、当時の４年生(現５年生)が、
椎茸作りのプロである木佐上２区自治委員の平山孝行
さんの指導の下、用意していただいた原木に約1000個
のコマを東校舎で打ち、その原木は“木佐上まちづく
り協議会”の幸野幸人会長さんをはじめ会員の方々に
旧木佐上小学校へ運搬・保管していただいています。
来年の３月には、現４年生が“コマ打ち”・・・と、

これから毎年、“コマ打ち”と“収穫”ができるように
なります。“木佐上まちづくり協議会”の皆様方には、
大変お世話になり、本当にありがとうございました。
なにとぞ、今後ともよろしくお願いいたします。

１１/１５(金)６年生「ふれあい元気サロン」で発表
こうざき、木佐上、大志生木の小学校３校が統合し

てからは、“学校・地域交流”として、各地区で行われ
ている“ふれあい元気サロン”等に小学生がおじゃま
して、音楽発表や交流会等をおこなっています。
そして、大分市小中一貫教育校：神崎小中学校とな

った昨年度からは、１１月の文化祭終了後に文化祭で
発表した出し物等を中心に発表するようにしています。
この日は、中休みの時間から、６年生がスクールバ

スを利用して“ふれあい元気サロン”が行われている
大志生木の樅の木会館におじゃまし発表をしました。

まずは、日頃休み時間に練習している ➞“けん玉”
の技を披露。次々と出される難しい技が成功する度に
会場全体が沸き、失敗しても、くり返し挑戦して成功
するとさらに大きな歓声が会場に響きわたりました。

次に、担任の児玉幸治教諭のギターをバックに鍵盤
ハーモニカで３曲を合奏 ➞きれいなハーモニーでした。
そして、いよいよ文化祭で好評

を得た“ロープスキップパフォー
マンス”という難しい縄跳び技➞
を披露し、会場の雰囲気は最高潮
に！！私も、文化祭で初めて見た
跳び方でしたので、会場の方々も
大変驚き、感動されていました。
最後は、この日のお礼と親睦を兼ね、会場の高齢者

の方々に

➞

肩もみと肩たたきをさせていただきました。
(年内は、１２月１０日［火］に２年
生が木佐上の元気サロンに、１２月
１３日［金］には１年生が馬場の元
気サロンにおじゃまする予定です。
よろしくお願いいたします。）

「インフルエンザ」予防には十分注意を！
今週、大分市内の小学校では、インフルエンザへの

罹患により学級閉鎖をしている学校が数校あります。
手洗いや病院での受診等、予防・対応に注意を！！

１１/１２(火)東校舎「みかん生産者との交流会」
大分市の農政課、生産振興課、教育委員会の共催事

業として、この日の４校時目に、東校舎のホールにて
東校舎で生活をしている１～４年生の全員が“早生み
かん”作りについての学習・交流会を行いました。
講師は、大分市内で“早生みかん”作りをされてい

る藤田敬治さんで、まず最初のお話し

➞

の後、実際に
各学年代表の児童が“みかん”
の剪定

➞

を体験し、その後“み
かん”作りの
大変さや嬉し
いことなどの
お話しを聞き、生産者の方々の熱い
思い等を知ることができました。
その後の“質問タイム”

➞

では、
たくさんの児童
が質問。「１日

の収穫量」や「１本の木に200個
から300個の“みかん”がなるこ
と」、「ミカンの白い筋が実は養分
の通り道であること」等々、質問
に答えていただく中で、児童は、新たにたくさんのこ

とを知ることができました。
交流会の最後には、講師の

藤田さんをはじめ、関係者の
方々と一緒にホールで楽しく➞

給食を食べ、その中で、デ
ザートの“みかん”もおいし
くいただくことができました。

日 曜
１２ 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 日 ・佐賀関地区青少年健全育成大会兼人権講演会(8:50～「佐賀関市民センター」）

・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「西校舎相談室」）

２ 月 ・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：児童生徒会専門委員会（５校時目「東校舎各教室」）
・小・中学部合同職員会議（15:45～「西校舎職員室」）

・１～６年生：体育集会(8:05～8:25「東校舎運動場」または「体育館」)
・7～9年生：期末テスト(７年：自習・英・技・社・保体、８年：自習・数・社・理・保体、９年：自習・国・音・技家・保体)

３ 火 ・１～４年生：期末ＰＴＡ(13:50～授業参観、14:40～人権ミニ研修会、15:05～学級懇談)
・令和３年度佐賀関連合小学校修学旅行業者説明会(13:30～「佐賀関小」校長出席)
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～4年生 15:10、5・6年生 16:10）

・7～9年生：期末テスト(７年：自習・数・理・国・授業、８年：自習・国・英・技・授業、９年：自習・英・社・数・理)
４ 水 ・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

・小学部校内研修会（15:00～「東校舎職員室」２年生での校内研究授業［道徳］の指導案審議）

・１～９年生希望者：フッ化物洗口（8:00～8:10「１～９年生各教室」）

５ 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」）
・７～９年生：平和授業（６校時目「７～９年生の各教室」）
・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：なかよしタイム（8:00～8:20「東校舎運動場及び体育館」)
・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」)
・１～４年生：持久走大会(10:50～１年、11:00～２年、11:10～３年、11:20～４年「学校～中の原等軽便道折り返し」)

６ 金 ・５・６年生：期末ＰＴＡ(13:50～授業参観、14:40～人権ミニ研修会、15:05～学級懇談)
・７～９年生：期末ＰＴＡ(13:45～授業参観：デートＤＶ防止セミナー「 西校舎体育館（生徒・保護者) 」、

14:50～学級懇談、学級懇談終了後９年生は三者面談：詳細については別途連絡)
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2・5・6年生 15:10、3・4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（「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」）

９ 月 ・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」）
・４～６年生：第５回クラブ活動（14:30～「東校舎教室、体育館等」）
・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）

・１～９年生：全校朝会（8:05～「東西各校舎ホール」通信機器での朝会）
・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」）

10 火
・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」）
・１～４年生：不審者対応避難訓練（午前中「東校舎内外」）
・２年生：木佐上元気サロンでの発表交流会(10:40～11:20「木佐上老人憩いの家」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1年生 14:10、2～6年生 15:10）

・“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」）

11 水
・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」）
・７～９年生：体験型自転車安全講習（４校時目「西校舎体育館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:10）

・１～９年生希望者：フッ化物洗口（8:00～8:10「１～９年生各教室」）

12 木
・５～９年生：持久走大会(11:10～5・6年男女２km、11:15～中学男６km、11:20～中学男女４km、11:25～中学女２km)
・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 14:10、4～6年生 15:10）

・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」）

13 金 ・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」）
・１年生：馬場元気サロンでの発表交流会（10:40～11:20「馬場公民館」）
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1・2年生 14:10、3～6年生 15:10）

・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」）
16 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（1～6年生 14:10）

・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」）
17 火 ・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年生 14:10、2～6年生 15:10）

18 水
・７～９年生：KDDIスマホ・ケータイ安全教室(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） ・職員定時退勤日

・１～９年生希望者：フッ化物洗口（8:00～8:10「１～９年生各教室」）
19 木 ・１～６年生：わくわく体力アップ教室(9:30～5・6年、10:40～1～4年「 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）

・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」)

20 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」）
・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・2年生 15:10、3～6年生 16:10）

・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」）

23 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」）
・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）
・小・中学部合同職員会議（15:45～「西校舎職員室」）

・１～６年生：地区児童会（8:05～8:25「東校舎各教室」）

24 火
・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」）
・１～９年生：授業(1･2･4･5校時）、終業式(3校時「東校舎体育館」）、給食
・スクールタクシー・バス学校出発時刻（1～6年生 14:10）

25 水
＜冬季休業開始＞
・こうざき校区まちづくり協議会主催冬休み工作教室「ミニ門松作り」(9:00～12:00「東校舎ホール」）

１１/２(土)「県小学生ソフトテニス普及大会」
この日、大分市松岡の昭和電工テニスコートにて、

第２回大分県小学生ソフトテニス普及大会が行われ、
共に大志生木ソフトテニススポーツ少年団に所属する
本校５年生の岩﨑 蓮くんと大在小学校６年生の甲斐
琉翔くんのペアが、見事、男子の部で優勝しました！
２人とも本当におめ

でとうございます！
今後もしっかり練習

して、部員が少なくな
っている神崎中学校の
ソフトテニス部に入っ
て更に活躍してほしい
です。（左が岩﨑くんで
右が甲斐くんです。）

１１/８(金)～「防寒着」の着用を許可しています
主に、制服を着用する中学部の生徒に対してですが、

「防寒着」の着用については、学校から細かいルール
を伝えており、生徒の皆さんも心がけているとは思い
ますが、この機会に再度、ご家庭でも指導願います。
私は朝、中学校下の横断歩道で登校見守りをしてい

ますが、小・中学生ともに、手袋をしていない人はポ
ケットに手を入れたまま歩いており、その姿は感心で
きません。(すれ違う際は全員手を出してきちんと挨拶
できているので良いのですが・・・)ぜひ、手袋をして
ポケットには手を入れて歩かないようにしましょう！

令和 元 年１１月２２日（金）

第 １４ 号（校長：渡辺文人）
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