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　11月１日、さんぶの森中央体育館において、市内小学校の児童による音楽・
ダンス発表会が行われました。
　台風 15号の影響による休校の対応で、参加を予定していた中学校が参加を
取りやめ、音楽発表会は 12校、ダンス発表会は６校の発表となりました。
　各学校は素晴らしい演奏、演技等を披露し、会場は感動に包まれました。

山武市教育委員会
ホームページ
QRコード

　ダンス発表会に参加してま
ず思ったことは、どの小学校
も３、４年生にもかかわらず、
とても上手でびっくりしまし
た。また、はっぴを着たり、
鳴
なる

子
こ

やポンポンをもっていた
りと観ていておもしろいなと
思いました。
　私たちは、おそろいの Tシャツを着て、６年
生らしくシンプルにかっこよく踊りました。曲後
半に取り入れたオリジナルステップを褒めてもら
い、嬉しかったです。最後にみんなで踊ったパプ
リカもとても楽しかったです。

　大平小には特設和太鼓
クラブがあります。大平
小の伝統として、「風」、
「大平ばやし」が受け継が
れています。今年は、地
域の方にたたき方や仕草、
音の出し方を教わり、迫
力のある音が出るように
なりました。
　音楽発表会では、和太鼓としめ太鼓の力強
い演奏が会場いっぱいに響きわたっていまし
た。これからも大平小に和太鼓の音色が続く
ことを願っています。

山武市小中学校音楽発表会

ダンス発表会
「ONE to SUN-MU～S-dream　未来へ～」

蓮沼小学校６年
片
かたひら

平　美
み こ

女さん

大平小学校６年
木
きうち

内　海
み ゆ

結さん

令和元年度
山武市小中学校音楽発表会・ダンス発表会
令和元年度
山武市小中学校音楽発表会・ダンス発表会

ダンス教育推進事業

音楽・ダンス発表会

山武市教育委員会
公式Twitterを開設しました！
各課等から、活動状況について発信していきます。 山武市教育委員会公式Twitter

QRコード



台風15号被災への対応

　成東中学校と山武中学校に、生徒全員
（40人）からのメッセージをいただき
ました。また、災害義援金についても、
温かいご支援をいただきました。
　本当にありがとうございました。

～感謝～　
青森県平川市立碇

いかりがせき

ヶ関中学校生徒会

９月９日㈪～９月17日㈫　※台風19号による休校はありませんでした。
休校日数 ６日 ５日 ４日半 ３日
休校数 ３校 ５校 １校 ８校

学校名 日向小　睦岡小　山武西小 鳴浜小　松尾小　成東中
山武中　松尾中 山武北小 成東小　大富小　南郷小　　緑海小

蓮沼小　大平小　成東東中　蓮沼中

○ 市教委としては休校
再開の判断は「電
気・水道が供給さ
れ、給食が提供され
る」ことを原則に考
えています。

① 各学校で登録するメール配信　※まだ未登録のご
家庭についてはぜひ登録をお願いします。
②市ホームページ
③教育委員会公式ツイッター
　※ 通信障害等のトラブルを考えて上記の方法で情
報発信しました。

○ 各学校で対応は異なりますが、
一定期間、７時間授業の実施や
終業式・始業式の日に弁当持参
で午後も授業を実施するなど、
各学校の実情に応じて教育課程
を変更しています。

【授業時数の確保への対応】

【休校状況】

【今後の休校・再開の判断】【ご家庭への連絡方法】

海外派遣事業 IN ニュージーランドスリランカ青少年
招へい事業

～スリランカの研修生が
　　　山武市を訪問しました！～

　８月16日～23日の６泊８日の日程
で、山武市内１5名の中高生で構成さ
れた山武市少年海外派遣団がニュー
ジーランドに派遣されました。
　研修生たちは、ホームステイを始め、
パクランガ中学校での学校生活などネ
イティブな英語環境で約１週間を過ご
しました。
　帰国後の研修生からは、「英語をもっ
と頑張りたいと思った」、「日本の文化
に誇りを持ちたい」などの意見が多く
ありました。
　ニュージーランドで過ごした時間は、
かけがえのない宝物になったようです。

　10月10 日～17日の８日間、スリランカか
ら2名の研修生と1名の随行員が山武市を訪
れました。
　研修生たちは、成東東中学校の生徒と一緒に授
業に参加し、日本の学校生活を1日体験しました。
　また市内散策で、浪切不動院や本須賀海岸を
観光し、着物体験や書道体験をするなど、山武
市の歴史や日本の文化に触れました。　
　ホームステイ先では日本の生活を体験し、日
本とスリランカとの生活様式の違いを学びまし
た。ホストファミリーに支えられ、楽しく、充実
した時間を過ごすことができたようです。
　なお、研修生はスリランカを代表する女子走
り高跳びの選手と男子 800m走の選手でオリ
ンピックへの出場が大いに期待されています。

研修スケジュール

マルチカルチャーコンサートで
パフォーマンス披露

ロイヤルオーク小学校での
交流

オークランド日本語補習学校

オークランド大学校内を見学

８月16日㈮ 出発式

８月17日㈯ 到着／郊外見学（土ボタル鑑賞
など）ホストファミリー対面式

８月18日㈰ ホストファミリーと過ごす
キウィーホリデー

８月19日㈪ 学校体験１日目
歓迎式典

８月20日㈫ 学校体験２日目
クリケット体験

８月21日㈬ 学校体験３日目
マルチカルチャーコンサート

８月22日㈭
教育施設視察訪問
・ロイヤルオーク小学校
・オークランド日本語補習学校
・オークランド大学

８月23日㈮ 帰国式成東東中学校での授業風景

下列左から
チャンピカ選手・クマー
リ氏・イシャーラー選手

山武中に贈られたメッセージ 成東中に贈られたメッセージ



　11月９日、東金アリーナにおいて、スポ・レ
ク山武2019が開催され山武郡市内3市 3町の
代表選手が一般の部・シニアの部・ファミリー
の部に分かれてボッチャ、ユニカールの腕前を
競い合いました。
　山武市代表の選手も各部門で大健闘しました。

スポ・レク山武2019結果

　市は空港を「市民の雇用の場」として位置づけています。9
月26日松尾小学校において、ＡＮＡ（全日本空輸）とフラン
スのエアバス社から講師を招いて、5年生48人を対象に客室乗
務員の話を聞いたり、紙飛行機作りを行ったりしました。
　航空業界に興味をもってもらい、将来、成田空港で働き、山
武市に定住する子どもたちが増えることを期待しています。

航空業界の仕事を学ぶ
ワークショップ 　10月25日、蓮沼中学校において、財務省の職員が来校

し、財政教育プログラムの出張授業を行いました。
　主権者教育の一環として日本の財政に興味を持ってもら
い、財政を自分たちに関わる問題としてとらえ、自分たち
の国の将来について考え、判断できる知識を育むために、
アクティブラーニングを取り入れ授業を展開しました。

　10月30日、成東東中学校において、千葉地方裁判所刑事第4部
から3人の現役裁判官を招いて、３年生を対象に模擬裁判の授業
を行いました。生徒が実際に裁判官、検察官、被告人、弁護人、
裁判員の役になり、裁判の具体的な進め方について学習しまし
た。また、少人数のグループに分かれ、判決について検討しまし
た。被告人が罪を犯した背景や、法を犯した事実について意見を
交わして量刑を決め、裁判員裁判についての理解を深めました。

財政教育プログラム

千葉地方裁判所裁判官を招いての模擬裁判

第68回 千葉県小中高校席書大会県知事賞受賞
　松尾中学校２年生の越

こしかわ

川李
り み

美さんが第68回千葉県小中高校席書大会において、中学校の
部で最も優秀な成績をおさめ、県知事賞を受賞されました。

裁判の仕組みについての学習ユニカールの様子 模擬裁判法廷 量刑を決める話し合い

　令和２年度に小学校に入学を予定しているお子さんの就学時健康診断を、市内12校の小学校で実施しました。
就学時健康診断は、入学を予定しているお子さんが、小学校に入学してから、健康で安心して小学校生活を送るこ
とができるように行われるものです。
　内容については、内科健診、歯科健診、視力・聴力検査等です。
　なお、令和２年度の市内小学校への入学予定者数は、299人です。　　　　　　　　　  （令和元年11月現在）

就学時健康診断

グループ学習の様子仕事の説明をきく様子

賞状と受賞作品松尾中学校　井
いのうえ

上弘
ひろみち

道校長と越川李美さん



　第13回山武市民駅伝競走大会が下記日
程で行われます。
　小学生から壮年までの各支部代表選手た
ちが一本のタスキに想いをつないで成東総
合運動公園周回コースを駆け抜けます。皆
様の温かいご声援をお願いします。
開催日：１月19日㈰
　　　 【小雨決行】
コース：成東総合運動公園周回コース　　
　　　 （12区間）
開会式：午前８時45分開式
　　　 （成東総合運動公園陸上競技場）
発　走：午前９時30分スタート

第13回山武市民
駅伝競走大会

12月4日から12月10日は、第70回人権週間です！

成
なる

図
と

フェス

　毎年12月4日から12月10日までは「人権週間」です。人権週間は、1948年12月10日に国連総会
で世界人権宣言が採択されたことを記念して定められました。市では児童・生徒の人権を守るため、
「いじめ」や「虐待」の防止に取り組んでいます。

会会

【いじめの定義】
① 行為をした者（Ａ）、行為の対象となった者（Ｂ）が児童生徒であること。
②ＡとＢの間に一定の人間関係があること。
③ ＡがＢに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと。
④当該行為によってＢが心身の苦痛を感じていること。

【いじめへの対処】
○ 学校は問題解決に向けた取組と組織的な対応を図ります。
　・ いじめをした生徒に事実確認をして適切に指導し、再発

防止に努めます。
　・ 被害を受けた生徒が安心して教育を受けられるよう支援

します。

【いじめの解消】
① いじめに係わる行為が
3ヶ月以上止んでいる
こと。

② 被害生徒が心身の苦痛
を感じてないこと。

【いじめの重大事態】
①生命、心身又は財産に重大な被害
　（自殺・重大な傷害）
②いじめが原因による30日以上の欠席

校内「いじめ防止対策委員会」で対応

市教委「市調査対策委員会」で対応

各学校のＨＰに「学校いじめ防止基本方針」が掲載されていますので、ぜひご確認ください。

　日頃の感謝の気持ちを込めて、成東図書館でフェスを行います。
みなさんどうぞご参加ください。

◆『恐竜博士真鍋先生のおはなし会』
　　時間：午後1時30分～　場所：成東文化会館視聴覚室
　　対象：小学生以上　定員：40人
　　申し込み：11月16日㈯　午前9時30分～
◆『カリースさんのえいごDEおはなし会クリスマススペシャル』
　　時間：午前10時～　場所：成東文化会館視聴覚室
　　対象：幼児・児童　定員：30人
　　申し込み：11月16日㈯　午前9時30分～
◆『ビンゴゲーム』申し込み不要
　　時間：午後4時～　場所：成東文化会館ホール
　　内容：ビンゴゲームの景品は、雑誌の付録です。
　　※ビンゴカード配布開始：12月1日㈰～
◆『子ども映画会』申し込み不要
　　時間：午前10時～　場所：成東文化会館ホール　
　　内容： 「おしりたんてい」「ざんねんないきもの事典」を上映します。
その他、図書館内エントランスで展示販売なども行います。
＜問い合わせ先＞　成東図書館　☎0475-80-2299

日　時　12月15日㈰　午前9時30分～午後6時
場　所　成東図書館　成東文化会館
参加費　無料
内　容

いじめ防止のとりくみ
【学校が通告する場合】
①確証がなくても通告します。
②虐待の有無を判断するのは児童相談所等の専門機関です。
③保護者との関係よりも子どもの安全を優先します。
④通告は守秘義務違反にあたりません。

【東上総児童相談所・山武警察に通告】
① 打撲傷・あざ・骨折・刺傷、火傷等
の身体的虐待の疑い
② 栄養失調や医療放棄などのネグレク
トの疑い
③性的虐待の疑い
④ 子どもが帰りたくないと言っている
（児童相談所対応）
⑤ 子どもの生命・身体に対する危険性・
緊急性が高い（警察対応）

【山武市家庭児童相談室に通告】
○ 危険性・緊急性が高くないが、
虐待が疑われる場合

　子どもが多くの時間を過ごす学校
や園の教職員は、こどもの変化に気
づきやすく児童虐待を発見しやすい
立場にあり、児童相談所への通告の
義務が定められています。

虐待防止のとりくみ

日向小学校と山武西小学校の
統合に向けて

　令和３年４月に開校予定の、日向小学校と山武西
小学校の統合校で児童が学校生活を円滑に始められ
るように準備を進めています。
　７月１日から 8月 9日までの期間に、地域の皆
様にご協力をいただき、統合校の校名案の公募アン
ケートを実施いたしました。統合準備委員会では、
公募結果等を勘案しながら校名案を協議し、教育委
員会に報告しました。また今後は両校の児童の交流
事業も予定しています。
　協議状況については、市ホームページや「統合準
備委員会だより」でお知らせしています。専門部会の様子 校名公募アンケート回収箱


