
↘ 話が始まると、お互いに楽しく交流が進みま
した。トークテーマは「好きな給食は？」「思い
出に残る先生は？」といったものから、「勉強が
わからなくなったらどうしてますか？」「友だち
はすぐできますか？」などちょっと心配に思って
いることを中学生がやさしく説明している姿があ
りました。この取組で中学校生活の一部を知るこ
とができ、中学校に入学するのが楽しみ 
になったという児童もいました。中学校 
の先輩たちも新しい仲間が入学してくる 
のを待ってますよ。 

○学びの丘学園 小中一貫教育の取組として 
 この日は自由ヶ丘中学校の新入生説明会の日で
した。説明会が始まる前に来年度入学してくる小
学6年生と最上級生になる中学2年生が向かい合っ
て、1対1で話をする「トーク・フォークダンス」
を開催しました。体育館で、自由ヶ丘小6年生の3
クラスと自由ヶ丘南小の2クラスが5つの輪をつく
り、そこに中学生が向かい合って座り、司会者が
出すトークテーマについて、自分で話をつくり相
手に伝わるように話をします。最初は「何をする
のだろう？」と不安な様子も見られましたが、↗ 

Q どんな経緯で「おやじの会」を作ったりんか？ 
Ａ ＰＴＡ活動を充実させる支援や将来の地域活動のためお父さん 
 同士の繋がりを大切にしたいことから、平成26年に南小のＰＴＡ 
 会長と一緒にそれぞれの小学校でおやじの会を立ち上げました。 
 その後、平成29年に中学校でもおやじの会を立ち上げたところ 
 です。スローガンは「自由で楽しい おやじの活動」たくさんの 
 仲間たちと楽しく活動してます！ 
Q どんな活動をしているりんか？ 
Ａ 学校行事の準備後片付けや「なかよしの森」の整備などの力仕事、 
 イベントでの焼きそば作りが自慢です。その他にスポーツ等を通して、 
 先生や部活の生徒と交流もしています。また、日の里、東郷、田久など他の地域のおやじの会と交 
 流し、その中で得た知識を活動に生かしてます。 
Ｑ これからやりたいことは何だりんか？ 
Ａ これからも活動を充実させ、もっと繋がりの輪を広げていきたい。更に明るく楽しい自由 
 ヶ丘になるように一役買いたいです。他の地域ともつながって、「宗像おやじの会連合会」 
 を結成し、自由ヶ丘に本部をおきたいです！今後ともおやじの会をよろしくお願いします！ 
 

おかりんが行く!! 「おやじの会荒木慶行さんにインタビュー編」 
◎今回おかりんは学びの丘学園おやじの会の荒木慶行さんにインタビューしたりん。「おやじ
の会」学びの丘学園の子どもたちのために活動してるんだりん！ 

１ 

２月５日 自由ヶ丘中学校で「中学２年生と小学６年生のトーク・フォークダンス」が開催されました。 

学びの丘学園おやじの会 

荒木慶行さんと永見真二さん 



 

○なか森フェスタ 
 １１月２４日（土）になか森フェスタを行いました。 
 午前中は、登下校や学習でお世話になった方への「ありがとう」 
の気持ちを込めた感謝の会の後、各学年の学習やクラブ活動の成 
果を発表しました。午後からは、ＰＴＡや地域の方によるバザー 
や体験教室が開かれ、子ども達は、秋の一日を楽しく過ごしまし 
た。準備や後片付けにご尽力いただいたＰＴＡのみなさま、親父 
の会のみなさま、地域のみなさまに、お礼申し上げます。 
 
 ○縦割り活動  
                  ３学期、自由ヶ丘小学校では、２つの縦割り活動を行っています。 
                 「縦割り掃除」と「縦割りあいさつ運動」です。「縦割り掃除」は、 
                 １年生から６年生が、それぞれの班に入るように全校児童を８０班 
                 に分け、掃除を行っています。６年生が掃除リーダーとなり、掃除 
                 分担を決め、掃除の仕方を下級生に教えます。下級生は、上級生か 
                 ら教わりながら、一生懸命に掃除に取り組みます。また、掃除のは 
                 じめの会とおわりの会を開き、６年生が中心となって「今日の掃除 
                 のめあて」と「ふりかえり」を行っています。 
                  はじめはぎこちなかった活動も、日に日にスムーズに掃除をする 
                 ことができるようになりました。「縦割りあいさつ運動」は、その 
                 掃除の班ごとに、朝、昇降口前に集合し、登校するみんなを「おはよ
うございます。」の声で迎える取組です。あいさつの声の大きさやお 
じぎの仕方など、上級生が下級生の手本となって活動しています。 
 「縦割り掃除」や「縦割りあいさつ運動」を通して、上級生は、自 
由ヶ丘小学校のリーダーとしての役割を自覚し、下級生を指導する自 
信をもつようになりました。また、下級生は、上級生の姿をモデルに、 
責任をもって掃除をすることの大切さや、上級生へのあこがれの気持 
ちを抱いています。 
 「自覚と自信」「責任と憧れ」の心を育む２つの縦割りの活動です。 
 

 

               ○福祉学習を行いました！ 
                 本校では，３年生から６年生まで， 
                総合的な学習の時間を中心に福祉学 
                習をしています。３年生は耳の不自由な方とのふれあいや手話の学 
                習，４年生は目の不自由な方とのふれあいやアイマスク体験・点字の 
                学習，５年生は高齢の方の生活について考える学習，６年生は「はま 
                        ゆうワークセンターで作業をされている方とのふれ 
                        あいを通した学習をしました。学習に際しては，宗 
                        像市社会福祉協議会やはまゆうワークセンターさん 
                        をはじめ，地域の皆様に大変お世話になりました。 
                        どの学年も，体験やふれあいを通して体の不自由な 
                        方の困難さを感じるとともに，たくましく生活して 
                        いらっしゃる姿を目にすることで，自分にできるこ 
                        とはないかと考えたり，自己の生き方を 
                        見つめ直したりするいい機会になったの 
                         ではないかと考えます。 
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縦割りあいさつ運動 

善左衛門の心を伝えた4年生 

５年生 高齢者疑似体験  ４年生 アイマスク体験 ↗（３ページへ続く）  

縦割り掃除 



○Ｏcha１グランプリ（おちゃわんグランプリ）でお手伝い。 
 3月10日（日）にＹＯＵMEタウン宗像店において「お茶碗グランプ 
リ」が開催され、自由ヶ丘中学校の生徒5名がボランティアで参加しま 
した。このイベントは、「おかりん」の制作に携わってくれている㈱ジェイ 
ワークさんが主催するイベントで、「おかりん」の縁で、自由ヶ丘中の生徒 
さんにイベントを手伝ってほしいと依頼があり、実現したものです。イベン 
                  トは宗像の食材を使った「ご飯のお 
                  とも」を様々なお店が作り、どれが 
                  一番ご飯に合うかを決めるものです。 
                  午前中は10の企業が提供したおかず 
                  をトレーに並べる作業。午後のイベントではご飯・味噌汁をつい 
                  だり、おかずを運んだりして大忙しでした。参加した企業の方か 
                  ら、きびきびと動いて、言葉づかいもきちんとしていて気持ちが 
                  いいね。」「一生懸命になって動いてくれてとてもたす 
                  かったよ。ありがとう。」とたくさんのお褒めの言葉を 
                  いただきました。 

↘（２ページからの続き）  

 

○子育てサロンで乳幼児ふれあい体験！ ドキドキしました！！ 
                    １１月２日（金）と１１月９日（金）に本校の子育てサロン 
                   で、中学３年生が家庭科の保育の授業で乳幼児ふれあい体験を 
                   行いました。生まれて１カ月の赤ちゃんから４歳程度の子ども 
                   たちと一緒に遊んだり抱っこさせて頂いたりしました。まだ人 
                   見知りをする子どもが多く、一生懸命子どもの気を引こうと中 
                   学生も頑張っていました。生徒の中には、小さい妹弟がいて相 
                   手をするのが上手な人がいたり、ドキドキしながら子どもに話 
                   しかける人もいたり、様々でしたがとても貴重な体験になりま 
                   した。 
 

３ 

○1年生「昔遊び交流会」 
 ２月７日（木），自由ヶ丘南二区の和楽路（わらじ）会の方々に来 
ていただき，１年生といっしょに昔遊びを楽しんでいただきました。 
こまやけん玉，あやとり，お手玉と，それぞれのコツやいろいろな技 
を１年生に教えてくださいました。できたら褒めてくださり，どの子 
も満面の笑みで楽しんでいました。和楽路会の方からも，「子供から 
元気をもらった」「私の方が楽しませてもらったわ」等おっしゃって 
いただき，あたたかい交流会になりました。楽しい素敵なひとときで 
した。 

けん玉の体験 

初めて赤ちゃんを抱っこしました 

地域のイベントで大活躍でした 

 

                   ○おやじの会からの挑戦状！野球部ＶＳおやじの会 
                    おやじの会から自由ヶ丘中学校への挑戦が届きました。今回 
                   は野球部との対戦です。昨年の卓球部との対戦に続き、おやじ
の会ＶＳ自由ヶ丘中学校部活動の第２弾となります。序盤は、PTA会長船元さんの変化球も冴え、野球部
打線を抑えながら接戦に持ち込んでいたのですが…。なかなか頭で描く 
ように、身体は動かないもので、ズルズルと点差が広がっていきまし 
た。結果はともかく、お父さんたちの明るく元気なプレーが目立ちま 
した。(試合中の声は、中学生よりも勝っていましたよ！)試合後は、 
おやじの会特製の「鉄板焼きそば」をいただきながら、お父さんたち 
と中学生との親睦を深めることができました。 
 

大いに盛り上がりました 

https://spark.adobe.com/page/IurEQ5kHyUPwB/images/411dad59-dd82-498f-bf99-2aac33a0b46d.png?asset_id=52d62ddf-4435-462c-9ec7-3859cd9e6b1c&img_etag=64241568f6f3b04795a294c0f6d9cdd5&size=1024


「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 

4月5日 １学期始業式 
4月11日 第４３回入学式 
4月27日 ＰＴＡ総会 授業参観 
5月25日 運動会 

4月5日 １学期始業式 
4月11日 第２７回入学式 
4月20日 ＰＴＡ総会 授業参観 
5月25日 運動会 

4月5日 １学期始業式 
4月10日 第３８回入学式 
4月20日 ＰＴＡ総会 授業参観 
5月18日 第３８回 体育祭 
 

予定は変更になることがありますので、ご了承ください。 

４ 

向学向上の心 学び合う力 

児
童
・
生
徒 

「なぜ」や「こんなことができるようになりたい」と思
いながら、授業を受けていますか。 

班やグループで助けあって、学習を進めることができて
いますか。 

教
師 

子どもが見通しを持ったり、振り返ったりしながら学ぶ
ことができるような学習指導の工夫を行っていますか。 

子どもが班やグループで助けあって、学習を進めること
ができるような機会を設けていますか。 

保
護
者 

お子様のやる気を高める機会をつくったり、言葉かけを
していますか。 

お子様と協力して取り組む機会を設けていますか。 

51  

50  

36  

36  

10  

12  

2  

2  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学園７月 

学園12月 

50  

50  

38  

38  

9  

9  

2  

2  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学園７月 

学園12月 

21  

22  

64  

69  

14  

7  1  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学園７月 

学園12月 

26  

32  

59  

64  

14  

3  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学園７月 

学園12月 

27  

26  

62  

67  

11  

7  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学園７月 

学園12月 

18  

21  

58  

59  

24  

19  1  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学園７月 

学園12月 

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/

