
学びの丘学園キャラクタープロジェクト（MCP）が進んでいます！ 

○MCP始動！（８月２７日） 
 「私たちの学園にも、キャラクターがほしいね
ぇ！」「私たちで学びの丘学園のキャラクターを
つくろう！」そんな声を現実のものに！生徒会の
4人の有志が中心となり、「学びの丘学園キャラ
クタープロジェクト（MCP）」が立ち上がりまし
た。 
 6月の29日にMCPメンバーが集まり、夏休みま
でに3回の会議を行いました。自分たちだけでは
どのようにキャラクターを作ればよいかわからな
かったので、地域でフリーペーパーを作っている
ジェイワークの方々の協力を得て、キャラクター
作りを進めました。ジェイワークの方から、どう
すれば愛されるキャラクターができるかのアドバ
イスをいただきながら、キャラクターのコンセプ
トを考えました。それが次の5つの項目です。 
 学びの丘学園キャラクターコンセプト 
  ①二頭身でかわいいキャラクターである。 

  ②動物をアレンジしたキャラクターである。 
  ③どこかに「緑色」を入れたものである。 
  ④「丘」をイメージするものを入れる。 
  ⑤「自」か「丘」の文字を入れる。 
 MCPで5つのコンセプトを決め、1学期の終業
式で、小・中学校の児童生徒、そして地域の方々
にもキャラクターのデザインを募集しました。 

↘ 自由ヶ丘コミセンや宗像市の広報課にも応募
用紙を置かせていただき、それぞれのホームペー
ジにもMCPの活動を掲載させていただきました。 

○そして611作品が集まった！ 
 夏休みが終わり2学期初旬、どれだけの応募が
あるか不安でした。実際に611作品の応募があり
ました。どれも工夫がなされたかわいいキャラク
ターで、学びの丘学園のキャラクターにしたいも
のばかりでした。 
 ジェイワークの方々のアドバイスを受け、第1
次・第2次選考を経て、現在20作品が最終候補と
して選ばれています。小学1年生から一般の方の
作品まで幅広い層の作品が最終候補となっていま
す。 
 これから順次、小・中学校や自由ヶ丘コミセン
で投票を行っていきます。そして 
その投票結果を受けて、2学 
期の終業式までに学びの丘学 
園のキャラクターを決定しま 
す。キャラクターが決定したら、 
学びの丘学園の様々な活動の場で 
このキャラクターを活用していく予定です。 
どのキャラクターになる乞うご期待!! 
※一般の方もコミセン等で投票できます。 １ 

教育長にも投票し
ていただきました。 



 

○日本中に届け！人権を大切にする心 
 １０月１０日、本校の３年生が、人権の花「ひまわりを育てる」 
取組のまとめの集会を行いました。 
 本校の３年生は、人権を大切にする取組として、宗像市人権擁護 
委員会の方とともに、ひまわりを育てることを行ってきました。土 
づくりや種まきを行い、毎日お世話をしたり成長の様子を観察した 
りしながら、ひまわりの成長を見守ってきました。夏休みに入る前 
には大きなひまわりの花が咲きました。そして、２学期に入り種を 
収穫。種飛ばしまで大切に保管をしていました。 
 先日、まとめの集会を迎えました。当日は、これまでの取組を振 
り返ったり作った人権標語を発表したり、また、人権擁護委員会の 
石橋さんからは、人権についてのお話をしていただいたりしました。 
 その後、収穫したひまわりの種をメッセージ付きの袋に詰め、風 
船に付けて大空に向かって放ちました。 
 ３年生が育てたひまわりの種とともに、人権を大切にする心が日 
本中に届くといいですね。 

○地域の皆さんありがとうございます。 ～感謝の会を行いました～  
                 わたしたちはいつも地域の方々に見守られて、安全に通学したり 
                過ごしたりすることができています。 
                 そこで、お世話になっている気持ちを伝えようと、１０月２０日 
                （金）に「感謝の会」を開催しました。 
                 当日、自由ヶ丘コミュニティの関野会長さん、みまもり隊のみなさ 
                ん、主任児童員さん、パトロールランニング（通称パトラン）のみな 
                さん、ふれあいラブさんを招待しました。 
                 児童代表が「わたしたちをいつも見守っていただき、ありがとう 
                ございます。」と感謝の気持ちを伝えました。 
                地域の皆様、これからもよろしくお願いいたします。 
 

 

○PTA環境美化除草作業（８月２７日） 
 暑い夏の間に、運動場や校庭の隅のあちこちに生えた草を抜きまし 
た。いつも運動場を使っている子どもたちや保護者だけでなく、社会 
体育関係の方や中学生も参加してくださいました。勢い良くぐんぐん 
伸びていた草も、みんなの力でたくさん抜くことができました。見違え 
るようにきれいになった学校で、２学期も子どもたちが力一杯頑張って 
くれることを楽しみにしたいと思います。 
 参加してくださいましたみなさん、準備をしてくださったＰＴＡ役員・ 
委員のみなさん、本当にありがとうございました！ 

２ 

 

 

 

 

○宗像市総合防災訓練の日（９月９日） 
 今年も宗像市総合防災訓練の日（９月９日）に合わせて避難訓練・引 
渡し訓練を実施しました。火災に関する避難訓練は１学期も実施してい 
ますが、今回は大きな地震を想定したものです。子どもたちは終始、真 
剣に取り組んでいました。 
 本当に地震が起きた時は、なかなか冷静になれないものですが、いざという時のために手を抜 
かずしっかりと訓練を積み重ねておく必要があります。 
 当日は、保護者の方が児童を引き取りに来られる「引き渡し訓練」も行いました。とても多く 
の方が訓練に参加してくださいました。 （３ページへ続く）↗     

人権を大切にする心がたくさんの人々に 
届くよう願いました。 

いつも私たちを見守っていただき感謝です。 

たくさんの方々の協力で学校が 
とてもきれいになりました。 



↘（２ページからの続き）  

 

○宗像を愛し、宗像に誇りを持つ生徒を育成しよう「ふるさと学習」 
 
 
 
 
 
 
 
 宗像市では「沖ノ島関連遺産群」がユネスコの世界遺産に登録 
されたことにより、来年度から市内すべての小・中学校で「世界 
遺産学習」を実施することとなりました。それを受けて、自由ヶ 
丘中学校の3年生では先行実施として、9月12日に「ふるさと学 
習」を実施しました。 
 3・4時間目に宗像市の今を知るために地域の専門家6名に来て 
いただいて、講演・ワークショップを実施しました。６名の講師 
により、「大島・沖ノ島」「これからのまちづくり」「むなかた 
の豊かな海と森」「むなかたの財政」「異文化理解」「宗像とス 
ポーツ」の講座が開催されました。3年生のクラス40名が6つの 
講座に分かれて、それぞれの話を聞き、ワークショップを体験し、 
それぞれのテーマのエキスパートとなっていきました。 
 ５時間目では、６つの講座を学んできた班のメンバーが交流を 
行い、宗像の今の状況を共有しました。そして、これからの未来 
に必要なものは何か、宗像の未来がどうなっていけばよいかを考 
え、提言にまとめました。 
 まとめた提言は文化祭で掲示をして、地域の方々に読んでいた 
だきました。 

○文化祭の取組に思ふこと 
 文化祭を彩った三年生の演劇。その華やかなステージの裏側で、 
舞台を支えるための仕事に励む姿がありました。監督、大道具係、 
小道具係、衣装係、背景係、照明係など…。直接観客の目に触れる 
ことのない場所で、それぞれの係が努力を惜しまず、文化祭をつくり上げていきました。そして迎えた本
番当日、その思いに役者が好演技で応え、学級がひとつになりました。本番を迎えるまでの協働的な過程
（プロセス）があったからこそ、学級全員がステージにそろうエンディングは、多くの観客を感動させる
のでしょう。「創～みんなでつくり上げる文化祭」というテーマにふさわしい、三年生の姿でした。 

３ 

 災害はどのような形で起き、どのような被害 
をもたらすか予測できないところがあります 
が、これからも様々な状況を想定しながら訓練 
をしていきたいと思います。 

ふるさと学習の講師陣：佐藤隆数氏、山口覚氏、大山欣丈氏、市場志郎氏、ジェケル・アドリアン氏、長尾洋二氏 

水産高校大山先生の講義 宗像のゆた
かな海は、豊かな森をつくるところから。 

班のメンバーが学んできた宗像のことを 
交流し、提言にまとめました。 

それぞれの役割は違っても、文化祭を成功させたいという気持ちは1つです。 

災害時を想定して 
「避難姿勢」をとりました。 

おうちの方が来られて 
引き渡しの訓練をしました。 



学びの丘学園コーディネーター  岡本 勝彦 

「おかのうえのぼくら」は、自由ヶ丘小、自由ヶ丘南小、自由ヶ丘中のＨＰからもご覧いただけます。 

   自由ヶ丘中学校ホームページ     http://www.city.munakata.lg.jp/school/s016/ 
   自由ヶ丘小学校ホームページ     http://www.city.munakata.lg.jp/school/s004/ 
   自由ヶ丘南小学校ホームページ     http://www.city.munakata.lg.jp/school/s013/ 

  

宗像市立自由ヶ丘小学校 
℡33-2670  fax33-8712 

宗像市立自由ヶ丘南小学校 

℡35-4020  fax33-8672 
宗像市立自由ヶ丘中学校 
℡33-3767  fax33-8650 

10月10日 学校の日 
10月25日～26日 修学旅行 
10月27日 授業交流会（中学校） 

11月2日 宗像市研究発表の日 
11月7日 学びの丘学園あいさつ運動 

11月10日 学校の日 
11月11日 なか森フェスタ 
11月13日 なか森フェスタ振替休日 

11月16日 いきいき出前コンサート 

11月20日 宗像市子ども権利の日 

11月24日～29日 個人懇談 
12月5日 学びの丘学園あいさつ運動 

12月10日 学校の日 
12月21日 給食終了・大掃除 
12月22日 2学期終業式 

10月10日 学校の日 
10月27日 授業交流会（中学校） 
11月2日 宗像市研究発表の日 
11月7日 学びの丘学園あいさつ運動 

11月10日 学校の日 
11月11日 にじ色フェスタ 
11月13日 にじ色フェスタ振替休日 
11月15日～16日 個人懇談 
11月20日 宗像市子ども権利の日 

12月5日 学びの丘学園あいさつ運動 

12月10日 学校の日 
12月21日 給食終了・大掃除 
12月22日 2学期終業式 
 

10月10日 学校の日 
10月27日 授業交流会（中学校） 
10月31日 3年生進路選択テスト② 
11月2日 宗像市研究発表の日 
11月7日 学びの丘学園あいさつ運動 
11月8日～10日 期末考査 
11月18日 土曜授業 
11月20日 宗像市子ども権利の日 
        学校の日（道徳公開） 
11月22日 生徒会選挙立会演説会 
11月24日 生徒会選挙投票日 
11月27日～12月1日 三者面談 
12月5日 学びの丘学園あいさつ運動 
12月6日～8日 修学旅行 
12月21日 給食終了・大掃除 
12月22日 2学期終業式 

 

●自由ヶ丘コミュニティセンターでの子どもの活動の紹介 
  「 学びの丘学園」の子どもたちが、地域で活動していくうえで、重要 
な役割を果たしているのが、自由ケ丘コミュニティセンターです。今回 
は、センター内での子どもたちの活動の様子を一部紹介します。 
【子どもわくわくクッキング教室】 
 食生活改善推進会の方々と一緒に、センターの調理室で  豚肉の柳川煮、 
ひじきのマヨ和え、黒糖ビーンズ、みそ汁を作りました。当日は、小学生２５名 
が参加。 
【サークル活動】 
 コミュニティセンターでは、乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層を対象とし 
た、サークル活動が活発に行われています。珠算、書道、英会話、囲碁、パソ 
コン、空手 等には多くの小中学生が参加し技術を磨いています。また、学校と 
は違った子どもの姿を見ることができます。 
【１階学習コーナー】 

 平日の夕方、土曜、日曜、夏休み・冬休み・春休み等に学習コーナーで、勉強や読書に親しんでいます。特に
定期テスト前は、中高校生の利用が多くみられ、満席の状況です。 
 

編集後記  「簡単には行けない、そんな世界遺産だからこそ・・・」  
●「沖ノ島関連遺産群」が世界文化遺産に登録されたことは、とても喜ばしいことである。しかし、「沖ノ島」は簡単には行け 
 ない世界遺産である。「女人禁制」の島で男性でも上陸する条件は限られている。宗像市にあるのに行けないのなら愛着がわ 
 かないのではと心配されている。しかし「ふるさと学習」で講師を務められた佐藤隆数先生はこう語る。「世界遺産だからす 
 ごいのではなく、島の人たちが1000年以上も自分たちの文化を守ってつなげてきたことが世界遺産に値する。」そして、「世 
 界的で有名になったことで、今までの島の環境や文化が守られるかが心配。島の人だけではとても対応できない。だから宗像 
 市の人たちに伝統と文化を守ることを手伝って欲しい。」と訴える。なかなか行けない文化だからこそ、人と人とのつながり 
 や想いを大切にしていき、その思いを後世にバトンタッチしていくことが宗像市民の使命なのかもしれないと考える。 

予定は変更になること
がありますので、ご了

承ください。 
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自由ヶ丘コミュニティセンター 
利用時間 ９：００～２１：００ 
休館日  毎週月曜日 

小さなコックさんがんばりました。 

http://www.city.munakata.lg.jp/school/s016/
http://www.city.munakata.lg.jp/school/s016/
http://www.city.munakata.lg.jp/school/s004/
http://www.city.munakata.lg.jp/school/s016/
http://www.city.munakata.lg.jp/school/s013/

