
古賀  学校侵入と認められるものは、ほ  

とんどゼロと考えてよろしいですか。 

学校教育部次長  そうとらえていただい

て結構です。 

小玉  校門閉め切りの状態についてお聞

きしますが、授業中は閉めているのです

か。放課後、自由に残って遊ぶことはでき

るのですか。 

学校教育部次長  校門が複数ある学校に

ついては、子どもの登校が終わると閉めることや可

能であれば施錠することをお願いしています。そし

て、出入りできる門を、できる限り１箇所にするよ

うにしています。放課後は、基本的には学校が計画

した部活動や児童会活動、生徒会活動等がある場合

に子どもたちは残りますが、自由に放課後遊んでい

くということはさせていません。 

古賀  侵入問題、学校の安全の今一番問題になっ

ているところは、非常によくマニュアル化されてお

り、訓練もされているようで良いと思います。安全

ということは、広く考えなくてはなりません。過去

の危機や事故の事例を調査・研究して、未然防止等

について徹底的に考えることが必要です。 

山崎  安全というのは、家庭や地域にお

ける子育て機能の再生がポイントになって

きます。学校の安全マニュアルを整備する

とともに、地域での地道な活動もやってい

ただく。我々が一市民として地域に参加し

ていかなくてはならないと思います。 

徳丸  子どもたちは、親と先生で協力し

て守っていただきたいと思います。 

大町  情報の共有を強くお願いします。

また、警備のためにボランティアの方をお願いする

ことはできないでしょうか。 

伊与久  防犯について、具体的にどういう形で展

開していくか、各学校で明確にしていく必要がある

と思います。地域・学校・家庭が一つになって動い

ていけるようなシステムが必要だと思います。 

宇田川  設備面､災害対策等を全体的に見ると色々

なことをやらなければならないと感じています。 

小玉  あまりに安全、安全と強調すると、心理的

に危険だ危険だとなってしまい、子どもたちに心理

的な負担を与えるような気がします。実質的には、

安全管理になるが、名目的には違う形で教育の方向

や方策を考えていただきたいと思います。 

 教育委員会では、子どもたちの安全を確保するために具体的な取組

を進めています。今回の懇話会では、「安全・安心な学校づくり」について委員の方からご意見をいただきました。 
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 市川市教育改革懇話会 

質の高い教育を推進するため、学識経

験者や教育に関心のある市民の方を委

員に委嘱し、市川市の教育について話

し合っていただく会です。 

井上  安全という場合には、個人で安全を守らなくてはいけないと同時に、学校

という組織や地域の中で安全を守らなくてはいけません。学校・家庭・地域が連携

をしながら子どもたちを守っていかなくてはいけないだろうと感じました。 

髙階  子どもの将来に生かせるようにという方向で、今、子どもたちに身に付けたいものは何かという側

面も十分考えてほしいと思います。危機管理だけについて言えば、何よりも子どもを地域が守ってあげる。

地域と馴染みになっているということが大事です。どこに逃げ込んでも守ってくれるような地域でなければ

いけません。市川市の学校での地域の教育ということを考えたいと思います。また､防犯訓練をやることは大

事だが､心理的な不安を起こさせるとかえってマイナスになるという点に十分注意してやってほしいですね。 

古賀  大人が子どもを守る、学校が子どもを守ると同時に、やはり子ども自身が自分で回避能力を持つよ

うな教育、このことが大切だと思います。 

木田  やはり学校に行くことが楽しくなければいけません。用心するのは結構だけれども、学校は楽しく

なければいけないと思います。 

 多世代の交流の実現に向けた地域の拠点として

「市川七中行徳ふれあい施設」が完成しました。

この施設には、第七中学校の教室、特別教室、給

食室と共に、行徳地区で不足している保育園、ケ

アハウス、デイサービスセンターや地域住民から

の要望が高かった公会堂を同じ建物の中に建設し

ました。 

 第七中学校の旧

Ａ棟は、民間の資

金、経営能力や技

術能力を活用し

て、効率的かつ効

果的に公共施設等

の 整 備、維 持 管

理、運営を行うこ

とを目的としたＰ

ＦＩの手法を用

い、全国的にも例

のない複合施設として生まれ変わりました。 

 この施設では、多世代の人々が一緒に生活

をすることとなります。これは、少子高齢

化、核家族化が進む中、「ふれあい・交流」

を新しい形の下でつくりあげるという本事業

の基本コンセプトをＰＦＩ手法により民間事

業者の創意工夫を取り入れ実現したもので

す。 

≪市川七中行徳ふれあい施設概要≫ 

 ○市川市立第七中学校校舎Ａ棟 

 ○給食室 

 ○行徳文化ホールＩ＆Ｉ 
 ○すえひろ保育園 
 ○行徳ケアハウス翔裕園 

 ○行徳デイサービスそよ風 

 第七中学校では、普通教室・学習情報セン

ター（学校図書館）・コンピュータ室・特別

教室・ランチルーム等の施設が新しい校舎の

中に設置されました。 

 ９月１日から、新しい教室への移動、特別

教室等の活用が始まりました。その中で、学

習情報センターも利用に向けてのオリエン

テーションが行われました。 

 学習情報センターは、天井が高く開放的な

空間で、多くの図書とともに、調べ学習用コ

ンピュータが設置されています。また、コン

ピュータ室が併設されており、必要に応じて

それも活用できるつくりになっています。 

 オリエンテーションに参加した子どもたち

か ら は、「広

くて大きくて

明 る い」「早

く読書や学習

で使ってみた

い」という声

があがり、読

書活動や調べ

テープカット（左から） 

大熊教育委員長、千葉市長、 

鈴木市議会議長、七中生徒会副会長 

（敬称略） 



◆市川市こども作品展・新聞展 

 日時：平成16年11月11日（木）～14日（日） 
    午前9時15分～午後5時（ただし入場は午後4時45分まで） 
 会場：市川市文化会館（地階）展示室・大会議室 

 問い合わせ：教育委員会指導課  tel 334-1642 
◆企画展「市制施行70周年記念・市川市が誕生したころ」 
 市川市が誕生した昭和9年ころの市域の人々の生活の様相を探   
る。 

  内容：市川市誕生と政治模様、地図に見る市川、日常生活 等 

 開催期間：平成16年10月24日（日）～11月28日（日） 
 会場：市立市川歴史博物館 市川市堀之内2-27-1 tel 373-6351 
◆散策会 

 ①色づく雑木林  11月21日(日) 午前 小塚山公園 
 ②野鳥のにぎわい 12月19日(日) 午前 長田谷津 
  参加申込不要。集合場所はお問い合わせください。 

               市立市川自然博物館 tel 339-0477 
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 ９月19日（日）大野町4丁目の水田で「米っ人くらぶ」の稲刈りが、青

空のもと行われました。この事業は「水田耕作を通して自然や人とふれあ

い、勤労と収穫の歓びを感じ取り体験することにより、心豊かな子どもた

ちを育む」ことを目的に始められ、今年で４年目になります。これまでに、

「代掻き」「田植え」「田草取り」「かかし作り」「おだ（刈り取った稲

を架ける）作り」を行い、この日も148名の参加がありました。 

稲刈りの仕方と刈った稲の縛り方の説明を受けたあと､刈り取りです。

小さい子も、お父さんに教えられて、おっかなびっくり鎌を持って、挑戦

します。稲の束をわらで縛りますが、そのわらが切れたりして悪戦苦闘で

す。おだまでは、皆で力を合わせて運びました。 

 「脱穀した後のわらでわら細工作り、もみがらは敷きわらの代用、わら

を燃やした灰は田に蒔いて土の栄養と、捨

てるところはありません。この活動を通し

て、リサイクル（リユース）についても学ん

でほしいと思います。」と指導者の方が話し

てくれました。 

 米っ人くらぶでは、この後、収穫祭、わら

細工、環境整備活動をします。今日の収穫の

ように、実り多い体験となることでしょう。 

9月11日（土）さわやかな秋晴れの中、

江戸川河川敷で、地域の方の協力によ

る一中ブロック内の「ハゼつり大会」が開催され、釣果

を競いました。小中学生と保護者が約200名参加し、親子

で糸を垂れ、じっと待ちます。しばらくすると「つれ

た、つれた」「わーすご

い」と歓喜の声。しかし、

魚から針をはずせず悪戦苦

闘する場面もありました。

市川市の自然、親子のふれ

あいをほのぼのと感じるこ

とができた釣り大会でし

た。 

 「今日もいっぱい遊ぶぞ」と、元気

一杯の子どもたちが集まりました。 

 9月18日（土）二中ブロックの菅野小、真間小で「遊

びの広場」が開催されました。地域の大学生や中学生も

ボランティアとして参加し、ボール投げや卓球などに汗

を流しました。体育館には、子どもたちの元気な声が響

いていました。 

 また、体育館の２階で

は、地域の方が教える絵

手紙作りできれいな作品

を作っていました。多く

の人とふれあう事ができ

る「遊びの広場」でし

た。 

 ７月15日（木）百合台小学校の体育館で、夏休み前の防犯教室が開かれ

ました。 

 これは同校が不審者対応の安全指導の一環として行っているもので、

９月の「不審者対応引渡し訓練」と２回にわたる学習の一つです。 

 この日も、市川警察生活安全課の方による５つの約束の学習のあと、

車から不審者が出てきたという設定でロールプレイングによる危険回避

の学習をしました。子どもたちは真剣に話に聞き入っていました。 

 不審者対応など防犯につきましては、

各ご家庭でもぜひ話題にしてみてくださ

い。 
 

  ◆ ５つの約束  （市川警察生活安全課） 

１ 一人で遊びません。 

２ 知らない人についていきません。 

３ 大きな声で助けを呼びます。 

４ 誰とどこで遊ぶか話します。 

５ 友達が連れて行かれそうになったら、おとな  

 の人にすぐ知らせます。 

 

 ７月21日から８月27日まで、メディアパーク市川3階の教育セ

ンターを中心会場に教員の研修会が行われました。  

 内容は教科学習に関するもの、博物館や現地での実習をともな

うもの、子どもたちの理解に関す

るもの、コンピュータの活用に関

するものと多岐にわたっていま

す。 

 今年は104の講座に4600人あま

りの参加がありました。 

 先生の意欲が、子どもたちの意

欲につながり、豊かな学びが実現

することと思います。 

 8月22日（日）に自然博物館が主催する

「第46回名前をしらべる会」が行われまし

た。この会では、昆虫・植物・化石・岩石

の名前を専門家の方と一緒に調べることが

できます。  

 今年もたくさんの子どもたちが訪れ、目

を輝かせながら名前調べを行っていまし

た。 

 9月11日（土）～12日（日）に市民会館

で「市川市児童生徒科学展」が開催されま

した。夏休みにまとめや作成をした「科学

論文｣｢科学工夫作品｣｢標本」がたくさん出

品、展示されました。工夫や努力の跡が見

られる素晴らしいものばかりでした。 

 自由研究を通して、豊かに学んだことが

わかる作品展でした。 
熱心に作品を見る子どもたち熱心に作品を見る子どもたち熱心に作品を見る子どもたち   

「このクワガタはね」と丁寧に説明「このクワガタはね」と丁寧に説明「このクワガタはね」と丁寧に説明   

新聞活用研修から、実習の様子新聞活用研修から、実習の様子新聞活用研修から、実習の様子   
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 派遣先をニュージーランドからドイツ・ローゼンハイム市へ変更

し､２年目を迎えた｢中学生海外派遣事業｣は､今年も大変有意義な成果

を上げ､無事終了しました。 

 出発前に行われた千葉光

行市長からの激励会では、

緊張し、まだ見ぬ国での生

活に不安そうな顔をしてい

た生徒たちでしたが、帰国

報告の生き生きとして自信

に満ちた表情からは、ロー

ゼンハイム市での交流と体

験が、いかに楽しく思い出

深いものであったかが一目

で分かりました。 

 派遣期間中はホストファミリーをはじめ多くの方々にお世話にな

り、また、現地の学校にも数日間通い、貴重な学校生活を体験しまし

た。 

 特に印象に残ったのは、現地の生徒たちに日本を紹介する「日本Ｄ

ＡＹ」でした。短い練習期間しかありませんでしたが、「昔あそび」

「食文化」「歌や踊り」等のブースに分かれた発表を、現地の校長先

生をはじめ多くの学校関係者の協力をいただきながら、大成功のうち

に終了することができました。練習の成果を遺憾なく発揮できたこと

は、生徒たちの「感動した」「ドイツに住みたい」「国際交流の第一

歩を踏み出せた」などの感想からも十分感じ取れました。 

 派遣をとおして生徒たちは、ホストファミリーとの生活やドイツの

子どもたちとの共同生活など、日本では決して得ることのできない貴

重な体験を積み、大きな感動で心を満たすことができたようです。 

 生徒たちが、この体験から得たものを将来に向かってどのように生

かし、どのように羽ばたいていくかが楽しみです。 

 平成16年度新規事業「離島体験留学」が、7月22日から27日の５泊６

日の日程で実施されました。 

 本事業は、不登校など学校生活に何らかの課題を持つ小学５年生か

ら中学３年生までの子どもたちを対象に、南の島の豊かな自然とあた

たかな人々との交流をとおし

て、生きる力を育むことを目的

に実施したものです。しかし、

募集にあたってはこれらの課題

を持った子のみに限定せず、自

然体験の中で新しい自分をみつ

けたいという、元気いっぱいの

子どもたちからも多く参加を募

りました。 

 実施場所は沖縄県宮古郡伊良

部島で、目の覚めるようなエメ

ラルドグリーンの海に囲まれた美しい島です。 

 参加者が体験したのは、シーカヤック、シュノーケリング等のス

ポーツ体験、ドラゴンフルーツの植え付けや追い込み漁等、島独特の

農漁業体験、さらにエイサーと呼ばれる踊りや三線（サンシン）等の

伝統文化教室など、５泊６日があっという間に感じるほど充実した内

容でした。 

 透きとおる海で、ライフジャケットを着てのシュノーケリングは、

最も感動的でした。水深５ｍほどの静かな入り江で、手を伸ばせば届

くようなところをクマノミなどの熱帯魚が泳ぎまわる姿を見ました。

思わず声が上がり、仲間と感動を分かち合うことができました。 

 夕方からは地元の子ども会との交流をし、帰ってからの文通を約束

する姿も見られました。南の島での体験は、子どもたちにとって、か

けがえのないものとなりました。 

 本事業は、8月に2回目を実施する予定でしたが、台風のため中止と

なりました。 

１、実施時期  平成17年４月 

２、実施学年  平成17年度の新１年生から 

       （平成17年４月以降に転入学する２～６年生を含む） 

３、新通学区域  

 ○妙典小の通学区域のうち以下を塩焼小へ変更します。 

    妙典4丁目10～17番、妙典5丁目 8～24番、妙典6丁目 9～16番 

 ○ただし、以下については行徳小を選択できます。 

    妙典4丁目10～13番、妙典5丁目 8～13番、妙典6丁目 9～16番 

 ○塩焼小通学区域のうち以下を幸小へ変更します。 

    末広2丁目（ただし、塩焼小学校を選択することができます） 

４、在学年の児童 そのまま通学できるものとします。 

５、兄弟姉妹  在学児童の弟や妹が入学する際は、別々の学校にな 

    らないように配慮します。（変更となった地域の児童対象） 

６、指定校変更 妙典小については指定校変更を受け付けません。 

      （在学児童で、既に指定校変更の許可を得ている者は、  

       その期間内で、そのまま通学することができます） 

７、区域外変更 妙典小、塩焼小、行徳小は区域外変更を受け付けま  

    せん。（在学児童で既に区域外変更の許可を得ている者は、 

    その期間内で、そのまま通学することができます） 

８、その他  行徳北部地域は今後も引き続き児童生徒数が多いまま 

    で推移することが予想されます。したがって、人口の動向や   

    開発等、今後の状況の変化によっては、さらに通学区域の見 

    直しを行う場合があります。 
教育委員会 義務教育課 

 行徳北部地区の小学校の通学区域につきまして、市川市立小中学校

通学区域審議会より答申を受け、教育委員会内で検討を行い、次の通

り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 ９月３日（金）八幡小学校で、

ローマ法王の胸像を製作した彫刻

家、奥村信之先生による「彫刻の作

り方」の講義が４年生106人を対象に

行われました。奥村先生は八幡小学

校の卒業生です。 

 「最初の仕事はきちんとやってお

かないと、あとで大変なことになる

んだ。」と話しながら先生は縄を巻

いた彫刻の芯に粘土の塊をぐいぐい

と押し付けていきます。金槌や木の棒を取り出して、つけた粘土をたたいて

いきます。いつの間にか、あごの線が現れ、子どもたちから歓声があがりま

した。モデルの柴田君の頭蓋骨の形ができると「頭や顔の固いところはすぐ

に骨だよね。まず、骨の形を作ります。」「後頭部と顔と首の線が結ばれる

ところが耳の少し後ろだから、耳の位置は大切。」先生は彫刻作りのコツを

話します。 

 「鼻は外からつけるのではなく、顔の中から盛り上がってくるように。」

「目は、モデルに目をつぶってもらい、眼球の形をとらえてから作りま

す。」話すうちに柴田君の顔になりました。 

「おお、似てる。」「柴田君が二人いる。」「芸術だ。」子どもたちの声が

あがります。大先輩のつくった彫刻に感動した１時間でした。 
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（４）200４年（平成１６年）１１月５日（金） 教育いちかわ 

「地域に開かれた学校づくり」の一環としてオープンスクールデーを開催しております。子どもたちが生き生きと活動し

ている様子をご覧いただき、「特色ある学校づくり」や学校の教育方針の一端を理解していただきたいと思います。 

≪開かれた学校と安全管理≫  
  各学校では、外来者の確認を行うため名簿に名前の記載や名札をつけ
る等のご協力をお願いしています。なお、詳細につきましては、各学校へ

お問い合わせください。下記のホームページにも掲載しています。 

 http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/kyouiku/ed_gakko/index.html 

№学　校　名　公　開　日　　・ 時　間　帯 　・　      内　　　   容

1 市川小 １１月２４日（水）  8:15～15:35 　授業公開
2 真間小 １１月１９日（金）  8:20～15:30 　授業公開

　１月２２日（土）  8:20～13:30 　授業公開
3 中山小 １２月１５日（水）  8:45～15:00 　授業公開

　２月１７日（木）  8:45～14:35 　授業公開（１～３年）
　２月１８日（金）  8:45～14:35 　授業公開（４～６年）

4 八幡小 １２月１０日（金）  9:00～12:00 　学習発表会
　１月１７日～２１日  8:15～15:20 　学習参観週間

5 国分小 １１月２０日（土）  8:30～14:45 　授業公開
　１月２５日（火）  8:20～14:30 　授業公開、縦割り活動
　３月　４日（金） 13:30～14:30 　集会

6 大柏小 １１月　６日（土）  9:25～11:20 　授業公開
7 宮田小 １１月１２日（金）  8:25～14:25 　授業公開

　２月１４日（月） 13:40～14:25 　授業公開
　２月１８日（金）  8:40～9:25 　なわとび集会

8 冨貴島小１１月１２日（金）  9:00～12:00 　秋の読書祭①
１１月１３日（土）  9:00～12:00 　秋の読書祭②
       〃 13:00～14:30         〃
　１月１４日（金） 13:50～14:50 　授業公開（４～６年）
　２月　８日（火） 13:50～14:30 　授業公開（１～３年）

9 若宮小 １１月　６日（土）  9:30～14:30 　授業公開・ふれあいまつり
　１月２１日（金）  8:40～14:30 　授業公開

10 国府台小１１月２５日（木）  8:40～14:30 　授業公開
　１月２８日（金） 10:45～14:30 　授業公開

11 平田小 １１月１９日（金）  8:35～10:15 　校内音楽会
　２月　３日（木） 13:50～14:35 　学習参観日
　２月　４日（金） 13:50～14:35 　学習参観日

12 鬼高小 １１月２０日（土）  8:30～14:30 　授業公開　
　１月２０日（木） 13:45～14:30 　授業公開　
　１月２１日（金） 13:45～14:30 　授業公開

13 菅野小 １１月２０日（土） 13:15～15:15 　フェスタ
　２月１４日～１６日  8:20～14:45 　授業公開

14 行徳小 １１月２７日（土）  8:45～14:30 　授業公開
　１月２５日（火） 13:45～14:30 　授業公開（１、３、５年）
　１月２６日（水） 13:45～14:30 　授業公開（２、４、６年）
　２月２５日（金） 13:45～14:30 　授業公開（１、２、３年）
　２月２８日（月） 13:45～14:30 　授業公開（４、５、６年）

15 信篤小 １２月　６日（月） 13:40～14:25 　授業公開（１～３年）
１２月１０日（金） 13:40～14:25 　授業公開（４～６年）
　１月３１日（月） 13:40～14:25 　授業公開（１～３年）
　２月　４日（金） 13:40～14:25 　授業公開（４、５年）
　２月１６日（水） 未定 　６年学習発表会
　３月　１日（火） 14:45～15:45 　授業公開（１、３、５年）、保護者会
　３月　４日（金） 14:45～15:45 　授業公開（６年）、保護者会
　３月　７日（月） 14:45～15:45 　授業公開（２、４年)

16 稲荷木小１１月１２日（金）  8:15～下校時　授業公開
１１月１３日（土）  8:15～下校時　授業公開
　２月　２日（水）  8:15～下校時　授業公開
　２月　３日（木）  8:15～下校時　授業公開

17 南行徳小１１月　５日（金)  8:30～14:30 　授業公開
18 鶴指小 １１月２１日（日)  8:25～15:00 　授業公開

１１月２２日（月)  8:25～15:00 　授業公開
19 宮久保小１１月２０日（土）  8:35～14:00 　宮小フェスティバル

　１月２２日（土）  8:35～15:45 　授業公開
20 二俣小 １１月２９日（月） 13:50～14:35 　授業公開

１１月３０日（火） 13:50～14:35 　授業公開
　２月　２日（水）  9:30～10:30 　入学説明会
　２月１４日（月） 13:50～14:35 　授業公開
　２月１８日（金） 13:50～14:35 　授業公開

21 中国分小　　※１１月からの予定はありません
22 曽谷小 １１月２０日（土）  9:00～14:30 　曽谷小学習フェスティバル

　２月　１日（火） 10:40～14:40 　授業公開（１～３年）
　２月　３日（木） 10:40～14:40 　授業公開（４～６年）

23 大町小 １１月　６日（土） 10:35～12:15 　学習発表会
１１月１９日（金）  9:50～12:20 　収穫感謝祭
１２月　１日（水） 13:35～16:00 　授業公開・懇談会
　３月　９日（水） 13:35～16:00 　授業公開・懇談会

24 北方小 １１月２０日（土） 13:00～15:00 　北方コンサート・１０００カ所ミニ集会
１２月１０日（金）  9:00～11:30 　集会・マラソン納会
１２月　８日（水） 13:45～14:45 　授業公開（５年）体育科
　１月２４日（月） 13:45～14:30 　授業公開（４～６年）
　１月２５日（火） 13:45～14:30 　授業公開（１～３年）

25 新浜小 １１月２８日（日）  9:30～12:00 　周年行事、わくわく広場
　２月２４日（木） 13:45～14:30 　授業公開（１～３年）
　２月２５日（金） 13:45～14:45 　授業公開（４～６年）

26 百合台小１１月２４日（水） 13:20～14:20 　全校集会（読書発表会）
１２月１５日（水）  8:40～11:20 　校内マラソン大会
　１月２７日（木）  8:15～16:00   授業公開・音楽集会

27 富美浜小１２月　９日（木） 10:30～11:30 　児童集会
　２月２２日（火） 13:45～14:30 　授業参観

28 柏井小 １１月２０日（土）  8:40～11:25 　授業公開
　１月２７日（木）  8:40～15:30 　授業公開・クラブ活動

29 大洲小 １１月１３日（土）  9:00～14:30 　授業公開・集会
　２月　２日（水）  8:40～15:30 　授業公開
　２月　３日（木）  8:40～14:50 　授業公開

30 幸小 １１月　５日（金） 10:40～11:30 　読書集会
１１月２１日（日）  8:45～10:35 　幸まつり（児童音楽会）
１２月　３日（金） 10:45～11:30 　児童集会
　２月２３日（水） 13:45～14:30 　授業公開（４～６年）
　２月２４日（木） 13:45～14:30 　授業公開（１～３年）
　３月　３日（木） 13:45～14:30 　全校集会（６年生を送る会）

31 新井小 １１月　９日（火） 10:00～10:20 　５年音楽集会
１１月２０日（土）  9:30～15:00 　学習活動地域公開・新井ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
１２月１４日（火） 10:00～10:20 　４年音楽集会

32 南新浜小１１月２４日（水）  8:15～15:10 　授業公開・クラブ活動
33 大野小 １１月２７日（土）  9:30～15:00 　公開研究会

１２月　９日（木）  9:00～12:00 　大野ふれあい祭り
　２月１２日（土）  8:35～12:10 　授業公開

34 塩焼小 １１月２５日（木）  9:25～14:45 　授業公開、読書講演会
１１月２６日（金）  9:25～16:00 　授業公開、学級懇談会

35 稲越小 　　※１１月からの予定はありません
36 塩浜小 １１月２０日（土）  8:30～12:45 　なかよしフェスティバル学習発表

１１月２６日（金） 10:30～12:00 　演劇鑑賞会
　２月　３日（木） 13:35～14:20 　授業公開

37 大和田小１１月２１日（日）  8:45～11:20 　オープンスクール
　１月２７日（木）  8:35～14:55 　オープンスクール
　２月２６日（土） 10:00～11:40 　春を呼ぶコンサート＆卒業を祝う会

38 福栄小 １２月１３日（月） 13:45～16:00 　著者を囲む会
　１月２１日（金）  8:25～16:30 　授業公開、講演会
　２月　９日（水）  8:25～12:20 　授業公開

39 妙典小 １１月　９日（火） 10:45～12:20 　はあとふるコンサート
１２月１７日（金） 13:50～14:25 　授業公開（１～３年）
１２月２０日（月） 13:50～14:25 　授業公開（４～６年）
　１月２４日（月）  8:40～14:25 　授業公開・ミニコンサート

№学　校　名　公　開　日　　・ 時　間　帯 　・　　内　　　　容

1 第一中 　　※１１月からの予定はありません
2 第二中 　２月　５日（土）  8:50～14:30 　授業公開
3 第三中 １１月　６日（土） 13:55～14:45   授業公開
4 第四中 １１月　４日（木）に行いました。１１月５日（金）以降の予定はありません。
5 第五中 　　※１１月からの予定はありません
6 第六中 １１月　５日（金）  8:45～12:15 　芸術祭公開

１１月　８日（月）  8:45～14:45 　授業公開
7 第七中 １１月２２日（月）  8:30～15:30 　授業公開

１１月２４日（水）  8:30～14:35 　授業公開
１１月２５日（木）  8:30～15:30 　授業公開
１１月２６日（金）  8:30～14:35 　授業公開
１１月２７日（土）  8:30～11:30 　授業公開

8 第八中 　１月１４日（金）  8:45～14:20 　授業公開
　１月１５日（土）  8:25～14:20 　授業公開

9 下貝塚中１１月１５日（月） 14:00～14:50 　授業公開
10 高谷中 １１月　９日（火）  9:00～12:30 　総合学習発表会

　３月　２日（水）  9:00～12:30 　予餞会
11 福栄中 １１月1２日（金）  8:30～12:35 　授業公開・１０００ケ所ミニ集会

１２月　６日（月）  8:30～14:00 　授業公開・エイズ講演会
　２月１８日（金）  8:30～12:15 　授業公開・新入生保護者会
　３月１５日（火）  8:30～12:15 　授業公開・球技大会
　３月１６日（水）  8:30～12:15 　授業公開・球技大会

12 東国分中１１月　５日（金）  9:10～12:30   合唱コンクール
１１月１３日（土）  8:45～14:45 　ＩＳＯ講演会・ふれあいマーケット

13 大洲中 　１月２１日（金)  8:45～15:45 　授業公開・集会
14 塩浜中 　３月　３日（木）  8:45～12:30 　予餞会
15 南行徳中１１月　９日（火）  8:15～12:40 　合唱祭

１１月１４日（日） 10:00～12:00 　２０周年記念事業
１２月　３日（金）  8:45～15:45 　授業公開
　１月１８日（火）  8:45～15:45 　授業公開
　２月１０日（木）  8:45～15:45 　授業公開
　３月　１日（火）  8:45～12:40 　予餞会

16 妙典中 １１月２７日（土）  9:30～12:00 　おやじの会の交流会
　２月　８日（火） 13:30～15:00 　学区小学校・中学校交流体験
　３月　１日（火）  9:00～12:00 　３年生を送る会

17 市立養護１２月１７日（金）  9:30～11:30 　もちつき大会
　２月　５日（土）  9:30～14:30 　須和田の丘フェスティバル


