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７月 ３日 （日曜 日） は、中 津市 中学校 一斉
学校公開日でした。学校公開日ということで、
中津市 内の １０校 の中 学校が 地域 や保護 者に
授業の公開や特別行事などを実施しました。
○学校 ・家 庭・地 域が 一体と なっ て、地 域ぐ
るみで生徒を育てる体制を整えていく。
○地域 の方 々に学 校の 教育活 動に 関わっ てい
ただい たり 、参加 して もらう 中で 、生徒 に多
様な経 験、 体験機 会を 与え、 規範 意識や コミ
ュニケーション能力を向上させる。
○多く の方 に生徒 たち を見守 って いただ くこ
とで、よりきめ細かな教育をめざす。
○地域 の方 々の協 力を いただ くこ とで、 教員
が教育活動により一層力を注ぐことができ
る。
○地域 の方 々が学 校の 教育活 動に 関わる こと
で、地 域の 絆を深 め、 地域の 教育 力を向 上さ
せる。
などの目的があります。
公開 日当 日は、 湿度 、気温 とも に高か った
です。 ３０ 度を超 える 中での 開催 となり まし
た。そ んな 天候の 中で もたく さん の地域 の方
やお家の方が学校を訪れてくれました。
授業は生徒の学ぶ姿を見てもらいました。

授業は生徒の学び、講演会は地域の方、お家の
方、生徒の共有した学び・・・有意義な一日に
なるような取り組みをしながら公開日を迎え
ました。
授業参観では、「中学校はどんな授業をして
いるんだろうね。」
と下郷からご夫妻でやって来てくれた方もい
ました。うれしい訪問です。地域の方も身内の
方がいないと学校に来る機会も少ないのです
が、興味深く授業を見入ってくれました。引き
続いて講演会Ⅰ・講演会Ⅱを実施しました。講
演会Ⅰは地域の方が話をしてくれました。

「ふるさとの子どもたちに期待するもの」

というテーマで、橘晴彦さん（津民地区）

の熱い語りでした。橘さんは、自衛隊を退

職してふるさとに戻ってきてから、社会教

育を中心に赤ちゃんから高齢者の方まで、

より暮らしやすい地域にしようと活動を

しています。民生委員などの立場から日々

取り組みをしてくれています。

「人は、集団の社会の中で生きるのです

よ 。」 とい う 前提 の 中で 、 コ ミュ ニ ケー シ

ョンの大切さなどを伝えてくれました。

講演会Ⅱでは、黒川智子さんの「ネット

社会の便利さと危険性」というテーマでの

話でした。中津市教育委員会の情報教育担

当者として、リーダーシップを発揮してく

れています。学校がＩＣＴ教育を推進して

いく中で、何か困ったことがあると、優し

くサポートしていただけます。

これからの時代を生きる子どもたちは、

ネット社会と共存しなければなりません。

この便利さを大切にしながらも、リスクを

除去する力が必要です。ネットワークエチ

ケットをしっかりと身につけさせていく

のも大人の役割です。わかりやすく丁寧に

話を進めてくれました。

そして最後は、ＰＴＡ学年懇談会です。

ゆっくりと語りながら、学年のお家の方や
先生方との交流を図っていきました。

中津市中・・・・高生グローバル・
リーダー研修
中津市中・高生グローバル・リーダー研修が

中津保護区 保護司会 発行の「更生 保護

愛

のこだま」
（平成２８年７月１日号）に相良明
音さん（３年 生）の作 文が掲載され ました。
この会は、
「犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域の チカラ」 を目的に活動 を行って

「社会を明るくする運動」の
７月１６日（土）
（１４時～１５時４５分まで） います。７月は、

る運動」の中津地区大会が行われました。

くする運動」 のパレー ドや「社会を 明るくす

「社会を明る
中津市教育委員会主催で開催します。場所は、 強調月間でもあります。先日は、
東九州龍谷高校です。大分市出身のハーバード
廣津留すみれさんの講演と ワー

相良さんの作文を紹介します。

大学卒業生
クショップから、グローバル社会での廣津留さ

「地域への恩返し」

「自分の生 まれ育っ た地域に貢献 したい」

相良明音（３年）

んの生き方について考えていきます。新聞や雑
耶馬溪中学校よりバスが出ます。希望する生

この気持ちを 持った私 は、ジュニア ボランテ

誌にもよく取り上げられています。
徒は、水曜日まで担任の先生に申し込んで下さ

団体です。耶 馬溪町内 の中高生と協 力して活

積極的に参加 し、美化 活動や募金活 動を行う

ジュニアボ ランティ アとは、地域 の行事に

い。ステップアップ講座受講生は、参加します。 ィアの活動に取り組んでいます。

大分県学力定着状況調査
４月に行われた大分県学力定着状況調査（２

りの結果は、一人ひとりにしっかりと評価をし

の学習の継続の結果が表れています。一人ひと

科が全国平均を上回っています。２年生の日々

大人の実行委 員の方と 一緒に行いま す。当日

前日の準備か ら、当日 、後日の片づ けまで、

ているのは、 七月に行 われる湖畔祭 りです。

様々な活動 の中で、 私が一番思い 出に残っ

動しています。

ながら返却をしていきます。またこの調査をも

はジュニアボランティアで営業活動をしま

年生）の結果が戻ってきています。すべての教

とに、学習・生活の成果と改善点を明確にしな

す。何を出店 するかは 、定例会で話 し合いを
重ねて決めます。この営業活動では、接客や

がら、２学期につなげていきます。分析したこ
とについては、後日説明をしていきます。

お金の取り扱 いなど、 大変なことも 多いで

すが、仲間と 協力し、 楽しみながら 活動で

きます。

私は、ボラ ンティア 活動を始めて 、三年

目になります 。これら の行事に参加 する中

で、自分たち がどれだ け、地域の人 に支え

られているのか実感することができまし
た。

今、私は三 年生です 。これからは 、中学

生の最年長と して中学 生をまとめ、 高校生

を支え、自分 から行動 していきたい と思い

ます。たくさ んの人に 支えられてい ること

を忘れず、地 域に誇り を持ち、恩返 しがで

きるよう、こ れからの 活動により積 極的に

取り組んでいきたいと思います。

７月になってから、２年生は、中津市内

子どもたちがする活動を同じようにしっかりと

子どもたちとしっかり遊んでいただきましたし、

中学生は、何かをするとき、恥ずかしい時期で

の事業所の 協力を得 て 、「職場体 験学習」
○働くことの実体験を通して、労働の尊さ

みんなあまり積極的にいろいろやらないことも

子ども目線でやってくれました。

や労働の意義などについての望ましい職

多いと思います。男子の生徒は、歌や食事のあい

を実施しました。目的は、

○仕事の厳しさや働き

さつなども園児としっかり声を出して、見本とな

業観を持たせる
がい・喜びなどを体感させ、将来つきたい

ってくれました。
２日目なのに、おやつの歌を覚えて子どもたち

職業を考えるきっかけをつかませる
と学年部でとらえ、取り組みを展開させて

たちが夢や目標ができて、その実現のため

その体験の一部をさせてもらう中で、生徒

社会で働く姿を見て、実際に生徒自身が

て、苦手なところをしっかり補ってくれたような

たちも尊敬のまなざしでした。女性保育士にとっ

ました。関わる力にうれしく思いました。子ども

ロック遊びでも子どもたちと大作を作ってくれ

と一緒に歌っていたのに驚きでした。積み木やブ

に努力する姿ができればという期待があ

気がします。子どもたちの心がホクホクしていま

いきました。

ります。どの職場も温かく受け入れて下さ

した。
中学生の

り、生徒たちが地域によって成長させても
らっていることを実感できたのではない

の生徒が私のクラスに１日入ってくれま

「職場体験が終わりました。２日目、男子

便りをいただきました。

絡でした。

な内容の連

というよう

ました。」

素晴らしい
でしょうか。
本耶馬渓町「八千代保育園」の先生から、 姿に感心し

した。最初は、控えめな生徒かなと思って

しい報告で

とてもうれ

いましたが、とても落ち着いていて、優し
い生徒でした。

でした。

職場体験に おいて、 仕事内容に関 する知識

や経験も貴重 です。ま た職業人とし ての人間

関係づくりも 大事です 。特に相手を 思う礼儀

は欠かしては ならない ことも忘れて はなりま

せん。生徒が 何を学び 、どう感じた かがこれ

からの大きい成長につながると思います。

子どもたち が将来、 社会的・職業 的に自立

し、社会の中 で自分の 役割を果たし ながら、

自分らしい生 き方を実 現するための 体験とな

ったことでしょう。

２年生の「 進路指導 」は、これか らしっか

りと職場体験 のまとめ をして、次の ステップ
につなげていきます。

