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 総合型地域スポーツクラブは､文部科学省
が推進する地域スポーツクラブの育成事業

で､地域住民のスポーツ活動の一層の充実を

図ることと､地域社会のコミュニティづくり

に結びつくという点から注目されています｡ 

 市川スポーツガーデン国府台では「いろい

ろな種目が楽しめる｣｢子どもから大人まで一

緒に楽しめる｣｢初心者から上級者まで技術レ

ベルに応じて楽しめる」の３つを基本とし

て､「誰でも｣｢いつでも｣｢どんなスポーツで

も」を合言葉に多彩な計画を練っています。  

 １０月８日（土）には、国府台市民体育

館・第２体育館を会場にバスケットボールが

実施されました。 

 バスケットボールに関してはJOMOサン

フラワーズから協力を得ており、女子バス

ケットボール界の第一線で活躍している元

NBAの選手の萩原美樹子さん、アテネ五輪の

大山妙子さん、JOMOサンフラワーズの小池

清美さんの３名が、この日集まった参加者の

指導にあたりました。 

 今回は、ボールを使ったさまざまな動きを

取り入れた運動で、楽しみな

がら体を十分に慣らした後、

ドリブル、パス、シュートの

練習に汗を流しました。 

 コートのサークルを利用し

たドリブル相撲では、子ども

たちと選手が戦う場面もあ

り、盛り上がりました。楽し

みながら基本を学ぶことがで

きる教室でした｡子どもたちは

休憩時間でもシュートの練習やドリブル相撲

を楽しむなど､充実した内容となりました｡ 

 市川スポーツガーデン国府台では、バス

ケットボールの他、卓球、バレーボール、テ

ニス、サッカー、スポーツエアロビクス、１

スタ（スポーツ入門プログラム）を楽しむこ

とができます。 

 今後は様々なスポーツ活動

の他、クラブイベントを通し

て年齢、世代を超えた友達を

増やす場として期待されてい

ます。 

  

【問い合わせ先】 

TEL：047-371-7800 

市川スポーツガーデン国府台 

 市川市で初めての総合型地域スポーツクラブ（市川スポーツガーデン国府台）が10月1日よりプレスタート（事前のスター

ト）をしました。総合型地域スポーツクラブは、地域住民の方々が運営するスポーツクラブです。平成１８年１月頃からの自主運

営、同年4月の正式オープンに向けて動き始めました。 

 市川市では文部科学省から「学校図書館資源共有ネットワーク推進事業」（平成16年度～18年

度）の地域指定を受け、学校図書館活用の一層の充実を図っています。 

 市川市では、長年にわたって市独自で進めてきた

「公共図書館と学校とを結ぶネットワーク事業」に

よって、市内全体の幼稚園や学校、公共図書館・博

物館等が、図書や情報を共有する大きな一つの図書

館として協力し合ってきました。 

 市内のどの学校でも、子どもたちが本を身近に感

じ、学校図書館を活用して想像力を養い、考える力

や表現する力を身につけてほしいと、他の学校や公

共図書館からの豊富な図書や情報を活用し、授業や

読書活動を展開しています。今では毎年6万冊近い

図書が相互利用され、子どもたちに質・量ともに豊

かな図書や情報を提供できるようになっています。 

 特に今年度から5つの地域で「学校図書館資源共

有研究協力ブロック」として、各学校の研究授業や

読書活動はもちろん、地域全体で学校図書館を活用

して子どもたちを育てようと、異年齢や異校種で積

極的に相互交流を重ねています。 

 中学生や小学生が幼稚園で絵本の読み聞かせをし

たり、幼稚園児が小学校の図書館を訪問したり、子

ども同士が主役になって、学校図書館活用を通して

交流の輪を広げています。 

 時には学習のテーマに沿って小学生と中学生とが

授業交流をしたり､小学生が必要な本を探しに中学校

の図書館を訪問したりすることも始まっています。 

 隣り合わせ

という立地条

件を生かして､

自然体での交

流を根付かせ

たいと活動を

計画していま

す。｢にじいろ

の会」という

名称の１年生

から６年生児童の読み聞かせボラ

ンティアによる交流では、卒園児

童の小学校での活躍に幼稚園の先

生が感激する場面も見られる、楽

しみな交流となっています。 

 昨年･今年と小学生と中学生

の交流を実施し､テーマに沿っ

てグループごとの話し合い活

動を行いました｡中学生の家庭

科保育実習での読み聞かせや､

小学生の幼稚園での定期的な

読み聞かせも行われています｡ 

 4年目に入ったブロック活

動を基に､日常的な交流に発

展しています､ブロック内の

学校図書館を授業時間に相互

利用したり､授業や課題ごと

に小学生が中学生に学ぶ実践

交流などが行われています｡       

 選択家庭科の幼稚園実習

で、園児への読み聞かせをし

ました。事前に講師を招いて

学習し､実習に臨みました。

「もっと、読み聞かせがうま

くなりたい」などの中学生の

感想から､手ごたえのある交流

の様子がうかがえます。 

 国語の時間に､落語の授業

を通して語りや言葉の面白さ

について学びます。落語家や

講師を招いて学習を進め、3

校合同の交流会を開き学習の

成果を発表し合います｡12月

には､合同でクリスマスのし

おり作りを予定しています。 
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 特定非営利活動法人日本ＰＦＩ協会主催の「第1回日本Ｐ

ＦＩ大賞」授賞式が、さいたま市ソニックシティで行わ

れ、「市川市第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並び

に保育整備ＰＦＩ事業」「市川市ケアハウス整備等ＰＦＩ

事業」が「特別賞」並びに「部門賞」を受賞しました。 

 特別賞は、全国で初めて、中学校と保育所、ケアハウ

ス、デイサービスセンター、公会堂を合築し、忘れかけた

「多世代のふれあい・交流」の実現を目指した点が特に評

価されました。 

 また、部門賞はＰＦＩ特定事業契約の内容が評価された

ものです。 

 本事業については、計画の公表以来、全国から９００人

（件数では約

１１０件）を

超える 方々

が、視察に訪

れています。 

 また、国内

だけでなく、

韓国の国会議

員・政府関係

者も視察に訪

れています｡ 

 たくさんの人。大人も子どもも多くの笑顔が高谷中のグラ

ウンドに集まりました。 

 ８月２７日(土）、毎年恒例の「ねぎぼうず祭り」が、ねぎ

ぼうずコミュニティク

ラ ブ（高 谷 中 ブ ロッ

ク）主催で開催されま

した。 

 今年は、体育館が耐

震工事のため使用でき

ず、屋 外 の み で した

が、ブロック内小・中

学校吹奏楽部の合同演

奏、盆踊り､よさこい

ソーラン､模擬店などで

楽しみました。 

 模擬店では、お客さんを集めようと、中学生が大きな声で

頑張る姿が印象的でした。 

 9月18日(日)大野町4丁目、小川再生親子ふれあい農園にある「こ

ども水田」で、米っ人くらぶの稲刈りとおだ掛けが行われました。 

 今年は台風の影響もなく、天候に恵まれ、稲も順調に成長し、例年

になくたくさんの実をつけた穂が、頭をたれていました。 

 この日は真夏のような暑さとなりましたが、161名の参加者とＪＡ

市川市、地元農家の方々、ＩＪＣ（市川ジュニアリーダーサークル）

のメンバーが集まり汗を流しました。 

 刈り取った稲は、みんなで束ね、わらで縛り、おだ（刈り取った稲

を掛ける木）に掛ける作業をして、無事刈り取りを終えました。 

 水田には、たくさんのイナ

ゴがいて、虫取りに一生懸命

の子どもたちの姿もありまし

た。 

 １０月には、脱穀、収穫感

謝祭を行いました。収穫祭で

は、餅つき、祭寿司作り等の

活動が行われました。 

 米っ人くらぶでは、この

後、わら細工、環境整備等の

活動を予定しています。 

 今年で3回目となるドイツ・ローゼンハイム市への「中学

生派遣事業」も、たいへん有意義な成果を上げ無事終了する

ことができました。 

 出発前の市長激励会では、皆緊張し、まだ見ぬ国での生活

に不安そうな顔をしていましたが、帰国した16名の顔は自

信に満ち、いか

にローゼンハイ

ム市での体験が

楽しく思い出深

いものであった

かが伺えまし

た。 

 派遣期間中

は、ホストファ

ミリーの皆様を

はじめ多くの方にお世話になり、現地の学校に通い学校生活

を体験しました。また、3月に来市したドイツの子どもたち

とも再会し、事業の目的である相互交流が実現しました。 

 特に日本を紹介する「日本ＤＡＹ」では、メートヒエン・

レアルシューレの校長先生をはじめ多くの学校関係者の方々

からご協力をいただき、「書道」「折り紙」「日本のあそ

び」「おにぎりの試食会」等のブースに分かれて練習した成

果を十分に発揮し、大成功のうちに終了することができまし

た。 

 帰国後、生徒たちは異口同音に「きれいで素敵な国でし

た」「ドイツに住み続けたい」「国際交流の第一歩を踏み出

せた」「がんばって話せば、みんなに気持ちが伝わることが

わかった」などの感想を述べていました。 

 派遣を通して生徒たちは、ホストファミリーの皆様との生

活や、ペンションでの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や交流を

はかり、大きな感動で心を満たすことができました。 

 彼ら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楽しみです。 

 本事業が、一人でも多くの市川市の青少年に数々の感動を

与え、また、真の国際人の育成に少しでも貢献できるよう、

関係者一同努力してまいります。 

 

 ８月２０日(土)昼間の暑さが残る夕暮れ時､第八中学校の校

舎で悲鳴が響きました。第八中ブロックコミュニティクラブ

が知恵の限りを集めた｢お化け屋敷｣が開催されたからです。  

 小学生からコミュニティクラブで育った大学生を含めたボ

ランティアたちが、流行の映画シーンを作ったり、昔ながら

のお化けに扮したり、

音響や照明、順番待ち

の読み聞かせなどに工

夫を凝らして作り上げ

ました。 

 驚かす人も驚かされ

る 人 も 最 後 は「面白

かった」と充実の声。

来年はどんなお化けが

出るのでしょうか。今

から楽しみです。 
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 南行徳地域では人口の増加が顕著となっており、特

に新井小学校においては、児童の受け入れが困難にな

ることが予測されています。 

 このため、校庭に校舎を増設し、来年4月から供用

を開始するとともに、地域の通学区域の見直しを審議

しています。 

 通学区域審議会では、子どもたちの適切な学習環境

を整えることを最優先にしながら、地域活動や児童の

通学距離、安全などを十分に踏まえたうえで新通学区

域の原案を作成しました。 

 

      新通学区域の原案 
実施時期    平成19年4月1日 

実施する学年  平成19年度の新1年生から 

新通学区域    

 新井小学校の通学区域のうち以下を｢富美浜小学校｣  

 へ変更する。   新井3丁目 

在学年の児童 

 今回の変更で通学区域がかわった場合でも、在学年  

 の児童についてはそのまま通学できるものとする。 

兄弟姉妹関係 

 在学年の弟や妹が別々の学校にならないよう配慮す 

 る。 

指定校変更 

 新井小学校において  

 は、当分の間、他の  

 地区からの指定校変 

 更の受付はしない。 

区域外変更 

 新井小学校において  

 は、当分の間、他市 

 からの区域外変更の受付はしない。 

付帯事項 

 南行徳地区は人口の流動が大きく、今後も予測 

 を超える児童生徒の増加が生じる場合が予測さ  

 れる。このため､今後の状況の変化によっては､  

 さらに通学区域を変更する場合もあり得ること 

 を付する。 

 小学5年生から中学3年生までの20人が、7月下旬及び8月上旬に、沖縄県

宮古島市伊良部島で5泊6日の「離島体験留学」に参加しました。 

 本事業は、学校に行きづらいなどの課題を持つ児童生徒や、沖縄の大自然の

中で新たな自分を見つけたいという児童生徒を対象に昨年度から実施している

ものです。 

 現地における活動は、エメラルドグリーンの海でのシュノーケリングや遠浅

の入り江での追い込み漁、岸壁での釣りなどの海洋体験、広大な農地を舞台に

したサトウキビの植え付け作業、沖縄の伝統芸能である三線（サンシン）やエ

イサー、カチャーシー体験など、どの活動も初めてのものばかりで、参加した

子どもたちはそれぞれに目を輝かせ、懸命に取り組んでいました。 

 なかでも、サトウキビの葉を取って

の苗作りと植え付け作業では滝のよう

な汗を流しながらがんばりました。そ

れは、辛かった中にも大きな満足を感

じられるものとなりました。子どもた

ちは､｢おじい、おばあ｣をはじめとした

大地に生活する人の「すご味」を感じ

取ったようでした。追い込み漁などで

は地元の漁師の方にお世話になりまし

たが、物静かな中にも海に生きる人間

的なたくましさにも感じ入っていまし

た。また、浜辺で満天の星を眺めたあ

との感動を「昼は青い海､夜は星の海」という言葉で表現した子もいました。 

 期間中、子どもたちは、それぞれに役割分担をし、共同生活の楽しさと難し

さを味わいました。食事の配膳を協力して行うことや、自分たちで洗濯するこ

と、お互いに迷惑をかけない生活のルールを自分たちなりに作り上げていくこ

となど、日常の家庭生活ではなかなか体験できないことも、6日間の留学で学

び合いました。 

 子どもたちは、離島の大自然の中でのさまざまな体験を通して、存分に自分

の良さを発揮し、温かい友情を育みました。新たな自分なりの課題を見つける

こともでき、かけがえのない自分さがしの時間を過ごすことができました。 

 すでに「広報いちかわ」や「PTA連絡協議会だより」等でもお

知らせしていますが、市川市PTA連絡協議会では新しいデザイン

の「かけこみ110番」のシールとマニュアルを作製し、市内小・

中・養護学校に配布しました。 

 これは、教育委員会で取り組んでいる｢安全・安心な学校づくり｣

の一環である｢学校安全全体計画｣の中の、児童生徒が危険な状況に

あった場合、その緊急避難場所で

ある｢かけこみ110番｣の家（緊急

避難場所）を知ってもらおうとい

う趣旨のものです。学校(PTA)が

中心となって、家庭(保護者)・地域

(商店・公共機関等)に協力依頼を

し、通学路における子どもたちの

安全を確保していきます。 

 また、「かけこみ110番」の家

を知ってもらうためのウォークラ

リーや避難できる家を入れた安全

マップの作り方・かけこみ訓練の

実施等の研修会や資料の提供もし

ていきます。子どもたちを犯罪か

ら守るため、協力体制をつくって

いきたいと思います。 

 9月10･１１日（土･日）に現代産業科学館で「市川市児童

生徒科学展」が開催されました。市内の小中学生が夏休みに

まとめや作成をした｢科学論文｣｢科学工夫作品｣｢標本｣が展示

されました。着想が面白い論文、磁石で面白い動きをする工

作、1年がかりで採集し整理した標本など力作もあり、子ど

もたちの発想の豊かさ

に、訪れた方たちも感

心していました。 

 今年の科学展には

647点の作品が出品

され、そのうち13点

の論文と16点の科学

工夫作品が県の科学展

に出品されることにな

りました。 

  

 

 

  

   

 
１ 日時 平成17年11月17日(木）・18日（金） 

     9:１0開場 9:20開演予定 16:00終演予定 

     午前の部、午後の部で入れ替えがあります。 

２ 会場 市川市文化会館大ホール 

３ 内容 合唱・吹奏楽・管弦楽   

 
１ 日時 平成17年11月17日（木）～２０日（日） 

２ 会場 市川市文化会館（地階）展示室・大会議室 

３ 展示作品 図工・美術、技術・家庭、書写、学校  

       新聞、学校園写真 

注意： 
 文化会館駐車場は

有料で、収容台数に

限りがあります。 

 公共の交通機関で

お出かけください。  
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「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います。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 市川小学校 １１月２５日（金）  8:15～15:30 　授業公開
2 真間小学校 １月２１日（土）  8:20～12:00 　授業公開・講演会
3 中山小学校 １１月２６日（土）  8:30～14:30 　うずらフェスティバル

２月１８日（土）  8:15～15:45 　授業公開
4 八幡小学校 １２月９日（金）  9:00～12:00 　学習交流会

１月１６日（月）～２０日（金）  8:40～ 　学習参観週間
5 国分小学校 １月３１日（火）  8:20～14:30 　授業公開（たてわり活動）
6 大柏小学校 １月１８日（水） 13:50～16:00 　授業公開・集会

１月１９日（木） 13:50～16:00 　授業公開・集会
３月８日（水） 15:00～16:00 　集会
３月９日（木） 15:00～16:00 　集会

7 宮田小学校 １１月１９日（土） 9:00～12:00 　授業公開・講演会
２月１０日（金） 10:20～14:25 　授業公開・なわとび集会

8 冨貴島小学校 １月１６日（月）  13:50～14:30 　授業公開（４～６年生）
２月７日（火）  13:50～14:30 　授業公開（１～３年生）

9 若宮小学校 １月１９日（木）  8:35～14:35 　授業公開
10 国府台小学校 １月２７日（金）  8:40～15:20 　授業公開
11 平田小学校 １１月２５日（金）  8:45～10:15 　校内音楽会
12 鬼高小学校 　１１月１９日（土）  8:20～16:00 　授業公開・歌おう集会

　１１月３０日（水）  13:20～13:40 　集会
　１２月１４日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会
　１月２５日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会
　１月２６日（木）  13:45～14:30 　授業公開（１・４・５・６年生）
　１月２７日（金）  13:45～14:30 　授業公開（２・３年生）
　２月１日（水）  13:20～13:40 　集会
　２月２２日（水）  13:20～13:40 　歌おう集会
　３月１日（水）  13:20～13:40 　集会
　３月２日（木）  10:25～11:25 　卒業おめでとう集会

13 菅野小学校 　１月２６日（木）  8:20～15:20 　授業公開
　１月２７日（金）  8:20～14:45 　授業公開
　１月２８日（土）  8:20～14:45 　授業公開

14 行徳小学校 　１１月２６日（土） 8:45～14:30 　授業公開
　１月２４日（火）  13:45～14:30 　授業公開（１～３年生・まこも）
　１月２５日（水）  13:45～14:30 　授業公開（４～６年生）
　２月２４日（金）  13:45～14:30 　授業公開（１・３・５年生）
　２月２７日（月）  13:45～14:30 　授業公開（２・４・６年生・まこも）

15 信篤小学校 　１月２８日（土）  8:40～15:15 　授業公開・長なわ大会
16 稲荷木小学校 　２月１日（水）  8:15～14:45 　授業公開

　２月２日（木）  8:15～14:45 　授業公開
17 南行徳小学校 １２月６日（火） 　8:35～15:15 　授業公開
18 鶴指小学校 　　※１１月１５日以降の予定はありません
19 宮久保小学校 　１１月２６日（土）  8:50～14:00 　学習発表会・1000ケ所ミニ集会

　１月２１日（土）  8:25～14:50 　授業公開
　２月２１日（火）  13:50～14:35 　授業公開（１年～３年）
２月２４日（金）  13:50～14:35 　授業公開（４年～６年）

20 二俣小学校 　１１月２４日（木） 　13:50～14:35 　授業公開
　１１月２５日（金） 　13:50～14:35 　授業公開

２月１５日（水）～１７日（金） 　13:50～14:35 　授業公開
　３月３日（金） 未定   集会

21 中国分小学校 　１１月１６日（水）  10:45～12:20 　授業研究公開（算数）
　１１月２２日（火）  11:35～12:20 　授業研究公開（国語）
　１１月２２日（火）  13:45～14:30 　授業研究公開（国語）
　１２月１５日（木）  11:35～12:20 　授業研究公開（国語）
　１２月１５日（木）  13:45～14:30 　授業研究公開（国語）
　２月３日（金）  13:45～14:30 　授業公開

22 曽谷小学校 　１１月１９日（土）  8:45～14:30 　曽谷小フェスティバル
23 大町小学校 　１１月２５日（金）  10:00～12:20 　収穫感謝祭

　１２月５日（月）  13:35～16:00 　授業公開・懇談会
　３月３日（金）  13:30～14:30 　６年生を送る会
　３月８日（水）  13:35～16:00 　授業公開・懇談会

24 北方小学校 　１１月２２日（火）  10:30～11:40 　なかよし集会（新入生保護者対象）
　１１月２６日（土）  13:00～16:30 　授業公開・教育ミニ集会
　１月３０日（月）  13:45～14:30 　授業公開（４～６年生）
　１月３１日（火）  13:45～14:30 　授業公開（１～３年生）
　３月４日（土）  13:00～15:00 　ブラスバンド演奏会　

25 新浜小学校 　１１月２６日（土）  8:45～12:00 　わくわく広場（学習発表会）
　２月２３日（木）  13:45～14:30 　授業公開（１年～３年）
　２月２４日（金）  13:45～14:30 　授業公開（４年～６年）

26 百合台小学校 　１１月３０日（水） 　13:20～14:30 　全校集会
　１月２６日（木）  8:40～14:30  音楽集会

№ 学　校　名 公 開 日 　・ 時 間 帯 ・ 　内 　　　容

1 第一中学校 　　※１１月１５日以降の予定はありません
2 第二中学校 　２月１１日（土）  8:50～14:30 　授業公開・新入生説明会
3 第三中学校 　１月２７日（金） 8:30～15:00 　授業公開
4 第四中学校 　　※１１月１５日以降の予定はありません
5 第五中学校 　１１月１９日（土）  8:45～14:30   授業公開
6 第六中学校 　１１月１９日（土）  8:45～14:45   授業公開
7 第七中学校 　１２月２日（金） 8:30～15:00 　授業公開

　１２月３日（土） 8:30～15:00 　授業公開・講演会・おやじの会
　２月９日（木） 8:30～15:00 　授業公開・新入生説明会

8 第八中学校 　１月２０日（金） 8:30～15:00 　授業公開
　１月２１日（土） 8:30～13:00 　授業公開

9 下貝塚中学校 　１１月３０日（水）  13:40～14:30 　授業公開
　１２月１３日（火）  13:40～15:30 　保健映画
　３月１８日（土）  9:30～15:00 　夢中博

10 高谷中学校 　　※１１月１５日以降の予定はありません
11 福栄中学校 １１月１４日（月）～１８日（金） 8:30～12:15 　全校面談週間

　１２月２日（金）  8:30～14:00 　授業公開
　２月１７日（金）  8:30～12:15 　授業公開・新入生説明会
　３月１４日（火）  8:30～12:15 　保護者会
　３月１５日（水）  8:30～12:15 　保護者会

12 東国分中学校 　　※１１月１５日以降の予定はありません
13 大洲中学校 　１月２０日（金） 　8:45～15:00 　授業公開
14 塩浜中学校 　　※１１月１５日以降の予定はありません
15 南行徳中学校 　１月２３日（月）  13:30～15:00 　授業公開
16 妙典中学校 　１２月７日（水）  8:45～12:35 　授業公開
17 市立養護学校 　１月１４日（土）  9:30～13:00 　授業公開

２月４日（土） 10:00～13:00 須和田の丘フェスティバル

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

27 富美浜小学校 　１２月８日（木） 　10:30～11:30 　児童集会
　２月２１日（火） 　13:40～14:25 　授業公開

28 柏井小学校  ２月２日（木）  8:40～15:30 　授業公開
29 大洲小学校 　１月１９日（木）  8:40～14:50 　授業公開

　１月２０日（金）  8:40～14:50 　授業公開
30 幸小学校 　１１月２０日（日） 8:45～10:35 　授業公開

　２月２３日（木）  13:45～14:30 　授業公開（４・５年生）
　２月２４日（金）  13:45～14:30 　授業公開（１～３年生）
　３月３日（金）  13:45～14:30 　６年生を送る会

31 新井小学校  １１月２９日（火） 　10:00～10:20 　音楽集会（１年）
 １２月１３日（火） 　10:00～10:20 　音楽集会（４年）

32 南新浜小学校  １１月２９日（火） 　8:35～15:20 　授業公開
 ２月９日（木） 　8:35～15:00 　授業公開

33 大野小学校  １１月２６日（土） 　8:15～15:45 　公開授業・講演会
 ２月４日（土） 　8:15～14:30 　授業公開（道徳）

34 塩焼小学校 　　　 １１月１６日（水） 　    9:25～15:10 　授業公開・読書講演会
35 稲越小学校  １１月２６日（土） 　8:15～15:00 　ひばりまつり(曽谷小体育館、稲越小）
36 塩浜小学校  １１月２６日（土） 　9:00～12:00 　なかよしフェスティバル

 ２月１日（水） 　13:30～14:30 　授業公開
 ２月２５日（土） 　10:00～12:00 　スプリングコンサート

37 大和田小学校  １１月２０日（日） 　8:25～11:15 　授業公開、午後ふれあいまつり
 １月２５日（水） 　8:25～14:30 　授業公開、午後4年以上クラブ活動
 ２月２５日（土） 　10:00～11:55 　春をよぶコンサ－ト＆卒業を祝う会

38 福栄小学校 　　　 １１月２８日（月）  13:45～15:45 　著者を囲む会
　　　 １２月６日（火）  13:45～14:30 　地域公開研究会・授業公開

39 妙典小学校 　１２月１６日（金）  13:55～14:40 　授業公開（４～６年生）
　１２月１９日（月）  13:55～14:40 　授業公開（１～３年生）

１月２３日（月）～２７日（金） 8:40～14:40 授業公開（学年別）


