
学園コーディネーター  水﨑 浩克 

協働し学校をつくる、地域をつくる城山学園 
～進む、Ｊドリーム学習の教育課程化～ 

 「主体的に社会に参画・貢献する子どもを育てる」ことが城山学園の 
教育目標です。そして目標達成のための核となるものをＪドリーム学習 
と位置付けています。 
 これは、地域の教育資源を教材化し、生活や総合的な学習の時間を 
中心に、道徳の指導の時間や学級活動と関連させた総合単元的な学 
習です。 
 ６月２７日（火）、合同研修会の公開授業では、赤間西小と吉武小で 
２年生と５年生 のＪドリーム学習が公開されました。地域のひと、もの、 
ことを内容と方法とする学びづくりは、地域の活性化や住民の方々の 
やりがいづくりにつながるものと思います。さらに、多くの保護者や地域 
住民の学校支援（協働）は児童生徒の自尊感情を高め学力向上にも好 
影響があるようです。（お茶の水女子大調査研究よりH26年3月） 
今後の実践が楽しみな城山学園です。 

  

●平成２９年度２学期前半の行事予定（7月18日現在） 

赤間小学校 
宗像市赤間１丁目４－１ 

TEL ３２‐３０２９ 

赤間西小学校 
宗像市土穴６３３－２ 

TEL ３３‐５１１１ 

吉武小学校 
宗像市武丸６４４ 
TEL ３２‐３０７３ 

城山中学校 
宗像市陵厳寺１丁目１３‐１ 

TEL ３２‐３０３９ 

9月1日(金) 始業式 
9月5日(火)   
   ユリックス出前コンサート 
9月9日(土) 土曜授業 
   宗像市統一避難訓練 
9月13日(水)14(木)21(木)25(月)   

   水辺教室（４年）   

9月15日(金) 4年生学習参観・懇談会 

9月20日(水) 宿泊体験学習説明会  （５年） 

          生活科見学（１年） 

9月22日(金) ﾊﾟﾄﾛｰﾙありがとうの日 

10月3日（火） 赤間小 

   城山学園合同研修会 
10月10日(火) 学校の日 
   学習参観・懇談会 
10月12日(木) 生活科見学（１年） 

10月18日(水)～19日(木) 
   宿泊体験学習（5年生） 
10月20日(金) 観劇会 
10月26日(水) 城山中 
     城山学園合同研修会  
【未定】 修学旅行説明会（６年） 

9月1日(金) 始業式 
9月9日(土) 土曜授業 
   宗像市統一避難訓練 
9月13日(水) 社会科見学（４年） 

9月14日(木) 修学旅行説明会（６年） 

9月21日(火) 社会科見学（５年） 

9月28日(火) 宿泊体験学習説明会（５年） 

10月3日(火) 赤間小 

   城山学園合同研修会 
10月5(木)～6日(金)   ６年修学旅行 

10月19日(木)～20日(金) 
   ５年宿泊体験学習 
10月26日(木) 城山中 
   城山学園合同研修会 
  

  
  
  
 
 
 

9月1日(金) 始業式 
9月2日(土) 親子除草作業の日 

9月9日(土) 土曜授業 
     宗像市統一避難訓練 
9月19日(火) 中運動会 
9月24日(日) 吉武秋季大運動会 

9月25日(月)～26日(火) 運動会振替 

9月29日(水) めばえ寄席 
10月2日(月) お話会(3・4年) 
10月3日（火） 赤間小 

     城山学園合同研修会 
10月4日(水) スキー教室(6年) 
10月6日(金) お話会(1・2年) 
10月10日(火) 学校の日 
10月19日(木)～20日(金) 
     セカンドスクール 
10月20日(金) 鍛錬遠足 
10月26日(木) 城山中 
     城山学園合同研修会 
10月28日(土)～29日(日) 

      全国豊かな海づくり大会 

9月1日(金) 始業式 
9月4日(月) 夏休み課題テスト 
9月9日(土) 土曜授業 
     宗像市統一避難訓練 
9月11日(月)～15日(金) 
    ワクワクＷＯＲＫ(２年生) 
9月14日(木)～15日(金) 
     宿泊体験学習(1年生) 
9月15日(木) 出前授業(3年生) 

9月28日(木)～29日(金) 中間考査 

10月3日（火） 赤間小 

        城山学園合同研修会 

10月10日(火) 学校の日 
10月14日(土) 文化祭 
10月15日(日) 釣川ｸﾘｰﾝ作戦 
10月16日(月) 文化祭代休 
10月26日(木) 城山中 
     城山学園合同研修会 
11月2日(木) 宗像市研究発表 

◎行事は変更がある
かもしれません。ご了
承ください。 
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このＪ通信は城山中のＨＰからもご覧いただけます。   http://www.city.munakata.lg.jp/school/s018/ 

○スマホや携帯電話，どれくらい持っているの？   
 １年生で４５％，３年生では約７０％の生徒がもって

います。これに保護者の方のスマホを借りて使ってる

人を加えると，３年生で約８０％の生徒が使える環境

にあるのが現状です。電話として通話するだけでなく

LINEなどの交流手段，ネットで情報を調べたり，音楽

を楽しんだりと使い方はさまざまです。 
 
○スマホや携帯、インターネットを１日にどれくらい 

 使っているの？ 

 勉強や部活動に忙しい中学生，平日１時間以内と

いう生徒が多いですが，２時間以上という人も２０％

近くいます。自由な時間が増える休日は当然増える

傾向にあります。そのため，睡眠時間や学習時間の

不足など生活リズムへ影響がでないように使い方を

考えていく必要があります。 
 
○スマホやネットを使う上で保護者の方と約束（ルー 

 ル）があるの？ 

 約５０％の家庭で何らかの約束があります。以下は

主な約束の例です。 

 ・時間制限（○○時以降は不可，○時間以内等） 

 ・場所の制限（リビングで使用，子ども部屋にもって 

    いかない，寝る時は保護者が預かる） 

 ・使用方法の制限（閲覧サイトの制限，勝手にアプ 

  リを入手しない） 

 ・保護者の関わり（ロックをかけない，定期的 

  にチェックする，親の許可を受けて使用） 

 ・SNS利用（人を傷つけることを書込まない等） 

Ｊドリーム学習 
「吉武の発展を願って」 （吉武小５年） 

これからのニオウシメジについて学び合います  

スマホ・携帯の所持率 

保護者との約束 

利用時間（平日） 

利用時間（休日） 



 ５月２６日（金）、宗像市の文化スポーツ課が開催した「海洋スポーツ体験
授業」に参加しました。 
 子どもたちは、前半に宗像の歴史や海洋性スポーツの安全について学
び、後半からロープワークやカヌー、ヨットの体験授業を受けました。 
 なれない作業に子どもたちは悪戦苦闘していましたが、どの子の目も輝
いていました。子どもたちは感想に「ふだん、山に囲まれた生活をしている
ので、見渡す限り海一面で感動しました。」「太陽が照らしていた海は、キラ
キラしていて宝石みたいでした。」と書いていました。 
 子どもたちは、海洋性スポーツ体験を通して、宗像の歴史や自然の厳し
さを学ぶとともに、日頃なかなか体験することができない海に親しむことが
できました。 

●赤間小学校『あいさつ名人』 
 赤間小学校では、昨年度２学期から、各クラスで1名ずつ終業式に「あいさつ名

人」を表彰しています。「あいさつ名人」には校長先生より認定証がもらえます。 
 気持ちのよい挨拶（①相手を見て ②元気な声で ③笑顔で自分から）を学校や
家庭，地域で実践できる子どもたちになってほしいということから、取り組んでいま
す。学校内では、元気よく礼儀正しいあいさつをしている子どもたちが増えてきた
ように思います。学校の外でも地域の方に気持ちのよい挨拶ができているといい
なと思います。 さて、Ｈ２９年度１学期のあいさつ名人は、だれになるでしょうか。 

●たよりになる やさしい『あっかマン』  
 赤間小学校には、実は「あっかマン」という正義の味方がいます。 

選ばれし６年生６名のあっかマンたち。全校デビューは４月の入学式でした。６色の衣装を身につけてさっそうと
登場し、１年生の子どもたちの視線を釘付けにしていました。 

 そして、次に登場したのは、地域デビューともいえる５月の運動会。来入児（来年入学してくる園児）の旗取り
の時でした。来入児たちと手をつないで歩く５年生たちを先導して、運動場のトラックを一緒に行進する姿は、と
ても微笑ましい光景でした。 赤間小学校の伝統となるのかも？ 
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入学式のお祝いの言葉 『困ったときには何でも聞いてくださいね』 運動会 『ようこそ小さなお客様』の行進の様子 
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宗像に海賊‥!? 

ロープワーク‥難しい! ヨットで沖へ 

●歓迎集会・遠足 
 赤間西小学校の新1年生を全校でお迎えしました。集会係が中心とな
って、アーチで出迎え、その後は、全校で楽しいゲームをし、1年生と交
流しました。笑顔一杯の歓迎集会になりました。 
 集会後は、1年生と6年生が手をつなぎ、「ふれあいの森」まで歩きまし
た。1年生には、少し遠かったようですが、天気にも恵まれ、楽しい遠足
になりました。 

●大運動会 
 昨年は、天気に悩まされた運動会。今年は、練習
期間中もほぼ快晴。当日ももちろん快晴。五月晴れ
の中、運動会を行うことができました。リレーやダン
スに一生懸命取り組んだり、仲間の演技に大きな
声援を送ったりする子どもたちの姿に、会場は笑顔
で包まれました。 

 赤間西小学校では、今年から地域テントをなくし、
応援エリアを 設けるなど、新しい運動会になりまし
た。結果、大成功の運動会となりました。 

運動会 『騎馬戦』 

入学おめでとう!!  ようこそ赤間西小へ 

●交通安全教室 
 宗像警察署や交通安全協会の方々に
御指導いただき、横断歩道のわたり方や
自転車の乗り方等を御指導いただきまし
た。よく知っている近所の道では、安心し
て安全を確認しないまま飛び出してヒヤッ
としたことがある人も少なくないはずです
。自分の命を自分で守るための方法につ
いて詳しく楽しく学ぶことができました。 横断歩道は手を挙げて‥ 自転車の正しい乗り方 

●パラリンピック・バドミントン日本代表候補の特別授業!! 
 ７月１２日(水)、宗像市で合宿中のパラリンピック・バドミントン日本代表候

補の選手のみなさんが来校され，特別授業を行っていただきました。様々な
障がいのあるアスリートの方々が創意工夫を凝らして限界に挑むパラリン
ピックは，多様性を認め，誰もが個性や能力を発揮し活躍できる公正な機
会が与えられている場です。 
 デモンストレーションでは、そのシャトルの速さや巧みなラケットさばき、手
足のように素早く車椅子を操作する姿に大きな歓声が上がりました。また，
体験コーナーでは競技用の車椅子に乗せていただいたり、選手のみなさん
とのミニ試合で汗を流したりしました。 
 生徒の感想の中に「挑戦し続けている皆さんの姿を見て，私も夢に向かっ
てあきらめずに頑張りたいです。」とあるように，その生き様を見て，勇気や 
    強い意志に感動し、元気をもらう一日となりました。 

●部活動激励会・中体連＆中文連スタート 
 中体連は宗像区大会からスタートし，筑前地区大会，福岡県大会を経
て，最終舞台は全国大会へと続いています。そんな夢の舞台をめざして
仲間とともに切磋琢磨して技術を磨いた一年間。６月の部活動激励会で
は，各部がその決意を熱く語りました。そして，７月。いよいよその成果を
発揮する時がきました。陸上部女子の総合優勝を皮切りに，今，熱戦が
繰りひろげられています。勝ってうれし涙を流す生徒，負けて悔し涙を流
す生徒。一人一人にドラマがあり，その中で多くのことを学んでいます。
城山中部活動生に大きなエールを送りたいと思います。 

オールの漕ぎ方うまいでしょ! 
競技用車いす体験 

部活動激励会・主将・部長集合写真 


