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　8月 16 日～ 23 日の 6泊 8日の日程で、18 名の中高
生がニュージーランドへ行ってきました。
　派遣中は、5日間のホームステイを始め、パクランガ中
学校での学校体験や、オークランド大学の見学など、貴重
な経験をたくさんしました。
　ニュージーランドの雄大な自然やネイティブな英語環境
は、研修生たちを大きく成長させてくれました。

　東京2020大会に向けた機運醸成のため、山武南中学校で11月30日にバルセロナオ
リンピック柔道71㎏級金メダリストの古賀稔彦氏による講演会が開催されました。
　講演では、小学生の頃、柔道の試合に負けて悔しい思いをした。父親から、「試合
に勝ちたければ、他の選手が寝ている間、遊んでいる間に頑張らなければいけない」
と教えられ、近くの神社で毎朝150段の石段を往復して体を鍛えたエピソードをお話
しいただきました。また、「夢を持ち、それを叶えるためには、努力すること。県で
１番になるには、県で誰よりも努力しなければならない。夢の重さと同じ努力が出来
る人に成功のチャンスが与えられる。」とのお話があり、生徒は目を輝かせて熱心に
聞き入っていました。
　当日は櫻田東京オリンピック・パラリンピック担当大臣出席のもと、メダルプロ
ジェクト・キックオフイベントも開催され、大臣から生徒代表に回収ボックスが手渡
されました。
　山武市では、携帯電話等の小型家電を回収して東京2020大会の金・銀・銅メダル
をリサイクル金属で作る「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参
加しており、ホストタウンとしてより一層の機運醸成のため、市内の各中学校に回収
ボックスを設置し、プロジェクトに協力しています。

　8月に少年海外派遣研修で訪れた、ニュージーランド・
パクランガ中学校の生徒12名と先生2名が9月29日
～10月3日の4泊5日の日程で市内生徒の家庭にホー
ムステイをしました。研修生は山武中学校、松尾中学
校の２校に分かれ授業に参加しながら生徒との交流を
深めました。

　また、市長および教育長への表敬訪問や議場見学などを行い、山武市での思い出をたくさん作りました。

（古賀稔彦氏の講演）

（キックオフイベント　山武南中学校）
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（パクランガ中学校の皆さん）

（研修生の皆さん）
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山武市小学校英語活動実践研修会
～平成32年度の完全実施に向けて～

英語教育推進事業

　10月 31日さんぶの森中央体育館を会場にして市内小中学校の児童・生徒に
よる音楽・ダンス発表会が行われました。

　先日、私達は山武中学校最後の合唱コンクールを
行いました。仲間との絆が深まり、音楽の素晴らし
さを感じ、思い出に残るものとなりました。その後、
迎えた山武市音楽発表会当日、たくさんの小・中学
生の前で歌うのは緊張しましたが、自分らしく精一
杯歌うことができました。また、他校の合唱を聴い
て自分達とはまた違った音楽を感じられました。初
めて会う人でも、音楽なら通じ合うことができると
感じた大切な一日になりました。

　私は以前にダンスを習っていました。ワン・ツー・
サンムは、とっても覚えやすいので、初級の曲や上
級の曲でも踊っていました。ダンス発表会では、他
の学校が楽しく踊っていたので、私も笑顔で楽しく
踊ってみたら、終わった時に気持ちがすっきりしま
した。ダンスは人の気持ちを楽しくするんだなと思
いました。

　完全実施は平成32年度ですが、すでにすべての小学校で「外
国語活動」・「外国語」の授業が始まっています。授業は担任
の先生以外に、ＡＬＴ（Assistant Language Teacher ＝ネ
イティブの英語を話す外国人）が参加して英語力の向上を目
指しています。
　今年も指導力向上を目指して、7月 27日、8月 20日の二
日間でのべ38名の市内の小学校教諭が研修に参加し、実践的
なＡＬＴの活用方法について研修を実施しました。

　市は英語教育推進事
業の一環として日本英
語検定協会が主催する
実用英語検定（英検）
の取得に力を入れてい
ます。10 月現在、市

【英語力ＵＰ講座】
時期：夏季休業中
対象：市内中学生
内容：英検３・４級
　　　受検者を対象
　　　に２時間の受
　　　検対策

【英語検定料補助】
対象：市内中学生
内容：市内中学校で
　　　実施する英検
　　　２～５級の受
　　　検料を１回分
　　　補助

山武市小中学校音楽発表会

山武市ダンス発表会
ダンス教育推進事業

「ONE TO SUN-MU～S-Dream　未来へ」

（グループ討議） （模擬授業）

全体で 757名が検定料の補助を受け英検を受検し
ました。中学校を卒業するまでに、約５割の生徒
が英検３級を取得できることを目標としています。

（英語力UP講座）



　10月７日、成東総合運動公園陸上競技場兼サッカー場
で「第 12回山武市民体育祭」を開催しました。
　今年は新競技「支部対抗小学生つなひき」を設け、４
年生から６年生が８対８で競い合いました。直後に行わ
れる「支部対抗つなひき」に備えている大人たちも、小
学生と気持ちをひとつに大きな声援を送りました。
≪総合結果≫
優勝 大平支部　準優勝 松尾支部　第三位 南郷支部

　10月 28 日、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、それぞ
れユニカール、ボッチャの腕前を競い合いました。
　ユニカール、ボッチャは年齢にかかわらず誰もが楽し
めるスポーツです。今年は山武市の代表として、下は８
歳から上は７５歳までが参加し、ボッチャシニアの部で
は２位となり、白熱した試合を繰り広げました。

　平成 31年 4月の開校に向け、各統合準備委員会で協議をしていた、
新制服・トレーニングウェア等が決定しました。販売開始時期などの
詳細は、決定次第保護者の皆様へお知らせします。

　教育委員会では、「山武市立小中学校の規模適正化・適正配置基本計画」について、市民との意見交換、検討・
協議を重ね、平成 28年 9月に成案としました。
　このたび、基本計画で示された新しい学校区を実現するための具体的な取り組み内容について定めた、「学校
統合実施計画（案）」を作成し、11月に両校を会場に説明会を開催しました。
　説明会では、実施計画（案）の説明のほか、質問や意見交換などを行いました。いただいた意見を踏まえ、計
画の成案をまとめていきます。

市民体育祭

スリランカ青少年招へい事業

学校統合に向けて

スポ・レク山武2018

1.「松尾小学校・豊岡小学校」　「山武中学校・山武南中学校」

2. 平成 33年 4月（2021年 4月）統合予定
　「日向小学校・山武西小学校　学校統合実施計画（案）」説明会を開催

　10月 15日～ 22日の 8日間、スリランカから 2名の研修
生と 1名の先生が山武市を訪れました。
　研修生たちは、成東中学校の生徒と一緒に授業に参加し、
日本の学校生活を一日体験しました。
　また、さんぶの森弓道場では弓道を習い、歴史民俗資料館
の伊藤左千夫生家では、茶道や浴衣（着物）を着る体験をし、
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、充実した時間をおくることができたようです。
　なお、研修生 2名はともに、スリランカを代表する200ｍ
走、400 ｍ走の選手で 2020 年に開催される東京オリンピッ
ク・パラリンピック大会への出場が大いに期待されています。

松尾小学校
トレーニングウェア

山武中学校
制服（女子スラックス含む）
トレーニングウェア

（左からサンジャーナー選手・タヌジャ先生・ミリンダ選手）

（支部対抗小学生つなひきの様子）

（ボッチャの様子）



収穫体験会

小中学校のトイレ改修工事を行いました！

【上映会のお知らせ】

　10月 6日に、さんぶの森公園にて「収穫体験会」を
開催しました。
　公園内の畑で栽培したサツマイモと落花生の収穫体験
ができる、市民の方を対象とした催しです。
　当日は天候に恵まれ 155 人の参加をいただき、土と
戯れながら楽しく収穫を体験されていました。
　なお、今回をもちまして、収穫体験会は終了となりま
す。これまで多くの方のご参加ありがとうございました。

　大富小学校、鳴浜小学校、山武中学校でトイレ改修工事を
行いました。
　この工事はトイレの床をタイル張り（湿式清掃方式）から
ビニール張り（乾式清掃方式）に変更し、トイレ環境の改善
を図ることを目的としています。
　今回の工事では床の改修と併せて、照明器具を LED照明に、
便器を和便器から温水洗浄便座付きの洋便器に改修しました。

上  映  作  品：空飛ぶ金魚と世界のひみつ
日　　　　 時：平成31年 1月27日㈰午後2時～
内　　　 　容：「ある日突然、世界中から‘いろいろな色’が消えはじめたのです。
　　　　　　　そこはさびさび寂しい、錆色の世界…。」世界の危機を救う、秘密の
　　　　　　　おまじないとは…？
　　　　　　　『空飛ぶ金魚と世界のひみつ』という絵本を巡る、3つの時代の物語。
　　　　　　　映画監督・林弘樹氏のトークイベントもあります！
入　  場　  料： 無料
場　　　　所： さんぶの森文化ホール
問い合わせ先： さんぶの森図書館　☎ 0475-80-9101

（収穫体験）

大型建設重機操縦体験会
　10月 10 日、さわやかな秋晴れの下、松尾小学校を会
場に県建設業協会青年部主催の大型建設重機操縦体験会が
行われました。来年 4月から統合する豊岡小と松尾小の
全児童約 240名が、高所作業車・油圧ショベル・振動ロー
ラーに乗り込み、作業員の立会いのもとで校舎より高い所
まで運び上げられたり、レバーを動かして土をすくい上げ
たりしました。非日常的な体験で、建設業の仕事がより身
近に感じられるキャリア教育となりました。 （油圧ショベル体験）

（改修後の多目的広場）

（改修前） （改修後）

　さんぶの森ふれあい公園多目的広場の芝生養生が終了し、
９月１日より利用を再開いたしました。
　全面を天然芝にリニューアルし、サッカー、グラウンドゴ
ルフが複数面で利用でき、また新たにクリケットでの利用も
可能になりました。皆様のご利用をお待ちしております。

さんぶの森ふれあい公園
多目的広場を改修しました


