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『コロナ禍に必要な更なる家庭教育の向上』
　日頃より、皆様方にはＰＴＡ活動にご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。　日頃より、皆様方にはＰＴＡ活動にご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　今年度は、新型コロナウイルスの影響があり、また春先には学校が休校となり、子どもたちはもちろ　今年度は、新型コロナウイルスの影響があり、また春先には学校が休校となり、子どもたちはもちろ

んのこと、保護者の皆様も大変な一年になったのではないかと思います。当たり前に行っていた卒業式んのこと、保護者の皆様も大変な一年になったのではないかと思います。当たり前に行っていた卒業式

や入学式、修学旅行や運動会などの学校行事が縮小や中止になり、子どもたちにとっては重要で思い出や入学式、修学旅行や運動会などの学校行事が縮小や中止になり、子どもたちにとっては重要で思い出

になる行事が当たり前のように出来なかったことは、本当に残念でなりません。またＰＴＡ連合会はもになる行事が当たり前のように出来なかったことは、本当に残念でなりません。またＰＴＡ連合会はも

ちろんのこと各学校のＰＴＡ活動も思う様に活動が出来ず、保護者の皆様が子どもたちの健全な育成にちろんのこと各学校のＰＴＡ活動も思う様に活動が出来ず、保護者の皆様が子どもたちの健全な育成に

関われなかったのではないかと思います。関われなかったのではないかと思います。

　今までのようにみんなが集まって行うような活動が思う様に出来ないコロナ禍の中において、子ども　今までのようにみんなが集まって行うような活動が思う様に出来ないコロナ禍の中において、子ども

たちや保護者の皆様も家庭にいる時間が長くなり、子どもたちと向き合う時間が増えたのではないかとたちや保護者の皆様も家庭にいる時間が長くなり、子どもたちと向き合う時間が増えたのではないかと

思います。そのときに一番重要になるのは家庭教育なのではないでしょうか。ＰＴＡ連合会としても保思います。そのときに一番重要になるのは家庭教育なのではないでしょうか。ＰＴＡ連合会としても保

護者の皆さんが子どもたちの健全な心の育成に少しでも関われるような情報などより多くの皆様へ家庭護者の皆さんが子どもたちの健全な心の育成に少しでも関われるような情報などより多くの皆様へ家庭

教育の学びを促すとともに、これからも学校や地域も含めた学びをＰＴＡ連合会の活動を通じ、日頃か教育の学びを促すとともに、これからも学校や地域も含めた学びをＰＴＡ連合会の活動を通じ、日頃か

ら学んで頂くきっかけになるような活動が出来ればと思います。子どもの健全な心の育成に最も必要なら学んで頂くきっかけになるような活動が出来ればと思います。子どもの健全な心の育成に最も必要な

ことは、保護者が子どもたちに正しい道しるべを家庭内で示してあげることが重要だと考えます。ことは、保護者が子どもたちに正しい道しるべを家庭内で示してあげることが重要だと考えます。

　最後になりますが、本年度をもちまして小松市立学校ＰＴＡ連合会の会長の任期を終えることとなり　最後になりますが、本年度をもちまして小松市立学校ＰＴＡ連合会の会長の任期を終えることとなり

ます。この２年間「夢を持てる環境と子どもたちの輝く未来のために」〜家庭と学校・地域で育てる教ます。この２年間「夢を持てる環境と子どもたちの輝く未来のために」〜家庭と学校・地域で育てる教

育環境を〜をスローガンに掲げ、家庭教育を中心により多くの皆様への学びを促してまいりました。更育環境を〜をスローガンに掲げ、家庭教育を中心により多くの皆様への学びを促してまいりました。更

にはＰＴＡ連合会の活動を通じ、学校や地域も含めた取り組みを学んで頂くきっかけになればいいと思にはＰＴＡ連合会の活動を通じ、学校や地域も含めた取り組みを学んで頂くきっかけになればいいと思

い活動してまいりました。い活動してまいりました。

　これからも自らが生活習慣を整え、学び、子どものお手本となるような大人になれるよう、責任感を　これからも自らが生活習慣を整え、学び、子どものお手本となるような大人になれるよう、責任感を

もって私たちの活動を通じてより多くの保護者に理解を促すとともに、学校や地域と連携して子どもたもって私たちの活動を通じてより多くの保護者に理解を促すとともに、学校や地域と連携して子どもた

ちの健やかな成長と心豊かな子どもたちを育みたいと思います。ちの健やかな成長と心豊かな子どもたちを育みたいと思います。

　本会の活動に対しご支援、ご協力を頂いた皆様に心より感謝を申し上げます。

小松市立学校小松市立学校ＰＴＰＴＡ連合会連合会

顧問顧問    岡田  直樹岡田  直樹

『ＰＴＡに関わって』
　ＰＴＰＴＡに関わるようになったのは、平Ａに関わるようになったのは、平成２５年度小学校の年度小学校のＰＴＰＴＡ会長になったのが始まりでした。同時Ａ会長になったのが始まりでした。同時

に当時小松市立学校ＰＴＡ連合会（以下市Ｐ連）齋藤浩会長から依頼され、市Ｐ連の特別委員会委員長に当時小松市立学校ＰＴＡ連合会（以下市Ｐ連）齋藤浩会長から依頼され、市Ｐ連の特別委員会委員長

（現未来の宝育成委員会）になりました。以前より尊敬する方からのお願いでしたので何の躊躇もなく（現未来の宝育成委員会）になりました。以前より尊敬する方からのお願いでしたので何の躊躇もなく

引き受け、「ＰＴＡとは」ということを教わっていこうと考えました。引き受け、「ＰＴＡとは」ということを教わっていこうと考えました。

　今まで仕事や他のボランティアなどで自分の子どもたちにも関わることが少なく、見つめ直し行動し　今まで仕事や他のボランティアなどで自分の子どもたちにも関わることが少なく、見つめ直し行動し

ていく【キッカケ】となりました。１年、２年と活動をしていくことにより、子どもへの向き合い方やていく【キッカケ】となりました。１年、２年と活動をしていくことにより、子どもへの向き合い方や

いろいろな考え方、何より共有できる場をいただいたことに自分自身の幅が広がったと感じました。いろいろな考え方、何より共有できる場をいただいたことに自分自身の幅が広がったと感じました。

　平　平成２７年度に市Ｐ連会長をさせていただいた時年度に市Ｐ連会長をさせていただいた時、東海北陸大会が小松の地で開催されました。齋藤さ東海北陸大会が小松の地で開催されました。齋藤さ

んが実行委員長となり大会成功へ向けて、小松市単Ｐ会長や市Ｐ連役員理事、県Ｐ連役員と元会長が喧んが実行委員長となり大会成功へ向けて、小松市単Ｐ会長や市Ｐ連役員理事、県Ｐ連役員と元会長が喧

々諤々されていることを、当時市Ｐ連会長として共に汗を流し、関わった全員と共感できたことは、Ｐ々諤々されていることを、当時市Ｐ連会長として共に汗を流し、関わった全員と共感できたことは、Ｐ

ＴＡとしてやるべき目的を鮮明にさせていただきました。ＴＡとしてやるべき目的を鮮明にさせていただきました。

　保護者への役割、学校との共存、教育委員会との関係などの問題を明確に打ち出していかなければ、　保護者への役割、学校との共存、教育委員会との関係などの問題を明確に打ち出していかなければ、

今後の市Ｐ連の存在意義が問われてくるのではないかと感じ仲間と共に改革に取り組み、新たな１歩を今後の市Ｐ連の存在意義が問われてくるのではないかと感じ仲間と共に改革に取り組み、新たな１歩を

踏み出せたと思います。踏み出せたと思います。

　最後に会長就任当初から『すべては子どもたちのために』をキャッチフレーズに事業や運営を行って　最後に会長就任当初から『すべては子どもたちのために』をキャッチフレーズに事業や運営を行って

きましたが、関係者一人ひとりの協力により子どもたちの健全な育成の一助を築けたことに感謝申し上きましたが、関係者一人ひとりの協力により子どもたちの健全な育成の一助を築けたことに感謝申し上

げ、８年間の市Ｐ連の活動を終えたいと思います。げ、８年間の市Ｐ連の活動を終えたいと思います。
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夢を持てる環境と子どもたちの輝く未来のために　～ 家庭と学校・地域で育てる教育環境を ～

小松市立学小松市立学校 PTA 連合会合会小松市立学校 PTA 連合会
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　近年、スマートフォン等のメディアの使用の若年化、長時間の使用により、基本的な生活習慣が乱れ、学習意　近年、スマートフォン等のメディアの使用の若年化、長時間の使用により、基本的な生活習慣が乱れ、学習意

欲、体力、気力の低下している子どもが増えていることが指摘されています。更に、今年度は新型コロナウィル欲、体力、気力の低下している子どもが増えていることが指摘されています。更に、今年度は新型コロナウィル

ス拡大による緊急事態宣言により外出自粛が続いたことなどから、長時間スマートフォン等のメディアに触れるス拡大による緊急事態宣言により外出自粛が続いたことなどから、長時間スマートフォン等のメディアに触れる

機会が更に多くなったのではないでしょうか。機会が更に多くなったのではないでしょうか。

　この「早寝早起き朝ごはん運動」は、生活リズムが乱れがちになっている中、子どもたちが、身体を整え、健　この「早寝早起き朝ごはん運動」は、生活リズムが乱れがちになっている中、子どもたちが、身体を整え、健

全に育成するための啓蒙活動として行っているものです。全に育成するための啓蒙活動として行っているものです。

　今年度の「早寝早起き朝ごはん小松市民大会」は規模を縮小して開催いたしました。市内の各小中学校に「わ　今年度の「早寝早起き朝ごはん小松市民大会」は規模を縮小して開催いたしました。市内の各小中学校に「わ

が家の標語」「わたしの朝ごはん」「ポスター・絵画」の作品を募集し、が家の標語」「わたしの朝ごはん」「ポスター・絵画」の作品を募集し、2,2682,268点の応募をいただきました。本大点の応募をいただきました。本大

会では、その表彰をさせて頂きました。そして今回は、小松市公式キャラクターのカブッキーロゴ入りマスクを会では、その表彰をさせて頂きました。そして今回は、小松市公式キャラクターのカブッキーロゴ入りマスクを

当日の参加者と、作品の応募者全員に配布し新型コロナウィルスの感染症予防対策についての啓蒙活動を同時に当日の参加者と、作品の応募者全員に配布し新型コロナウィルスの感染症予防対策についての啓蒙活動を同時に

実施させて頂きました。作品を応募いただきました生徒の皆さま、更には各小中学校の教職員の皆様にはご協力実施させて頂きました。作品を応募いただきました生徒の皆さま、更には各小中学校の教職員の皆様にはご協力

いただきましたこと大変感謝いたしております。いただきましたこと大変感謝いたしております。

　最後になりますが、子どもたちの成長の原点である「家庭」において、この「早寝早起き朝ごはん運動」を再　最後になりますが、子どもたちの成長の原点である「家庭」において、この「早寝早起き朝ごはん運動」を再

確認していただき、子どもたちの健やかな成長を支えて頂ければ幸いです。また、このような事態であるからこ確認していただき、子どもたちの健やかな成長を支えて頂ければ幸いです。また、このような事態であるからこ

そ、家庭・学校・地域が一層手をたずさえ、子どもたちの心と身体の成長において重要な“食”と“睡眠”の大そ、家庭・学校・地域が一層手をたずさえ、子どもたちの心と身体の成長において重要な“食”と“睡眠”の大

切さを啓発する「早寝早起き朝ごはん運動」が今後も更に皆さまに浸透し発展出来ることを願っています。切さを啓発する「早寝早起き朝ごはん運動」が今後も更に皆さまに浸透し発展出来ることを願っています。

引き続き関係者の皆さまにはご支援、ご協力を何卒お願い申し上げます。引き続き関係者の皆さまにはご支援、ご協力を何卒お願い申し上げます。

早寝早起き朝ごはん運動早寝早起き朝ごはん運動早寝早起き朝ごはん運動
大人が変われば子どもも変わる

〈早寝早起き朝ごはん運動〉入賞者のみなさん

◆『わが家の標語』部門
安宅中学校　 3 年　東　　美咲さん・向本折小学校 6年　森田　百萌さん
御幸中学校　 2 年　黒宮　美咲さん・稚松小学校　 5 年　矢田優水奈さん
松陽中学校　 2 年　庄田　大倭さん・向本折小学校 3年　田端　杏菜さん

◆『ポスター・絵画』部門
芦城小学校 5年　金谷　真緒さん・苗代小学校 2年　山本　渉生さん
稚松小学校 4 年　鈴　　葵陽さん・稚松小学校 1年　鈴　　葵羽さん
稚松小学校 2年　杉山　世弥さん・月津小学校 1年　村井　　華さん
安宅小学校 2年　増田　悠乃さん

◆『わたしの朝ごはん』部門
松陽中学校 3 年　大野　咲稀さん・月津小学校　 3 年　村井　心結さん
芦城中学校 1 年　朝井まひわさん・蓮代寺小学校 1年　杉本　茅萌さん
中海小学校 4年　塚本　悠太さん

◆『エピソード・作文』部門
国府中学校 3 年　廣田真優華さん・苗代小学校 2年　岸　　愛奈さん
松陽中学校 2 年　酒井　梨緒さん・荒屋小学校 1年　蔵　明日香さん
安宅小学校 4年　長田　結菜さん

日時／令和２年11月１日（日）12：30～  
場所／サイエンスヒルズこまつ  わくわくホールにて

未来の宝育成委員会　委員長未来の宝育成委員会　委員長　坂本　啓太坂本　啓太

2021 早寝早起き朝ごはんCALENDAR
1 月～6月

入賞された内容が2021年のカレンダーになりました！

7 月～12月1月 6月 7月 12月
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『わが家の標語』部門入賞者 『わたしの朝ごはん』部門入賞者

『ポスター・絵画』部門入賞者 『エピソード・作文』部門入賞者

小松市立板津中学校吹奏楽部（オンライン）

◆オープニング
　　小松市立板津中学校吹奏楽部（オンライン）
◆開会挨拶
◆来賓挨拶
◆表 彰 式
　　  「早寝早起き朝ごはん運動」応募作品

受賞された皆さん　おめでとうございます！
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第63回小松市ＰＴＡ研究大会
石川県ＰＴＡ地区別研究指定発表会

開催日：令和２年11月１日（日）　場所：サイエンスヒルズこまつ  わくわくホール

　夏に行われる予定だった小松市ＰＴＡ研究大会が、コロナ禍　夏に行われる予定だった小松市ＰＴＡ研究大会が、コロナ禍で1111月に月に

延期となり、今年度は一般開放なしという形で開催されました。延期となり、今年度は一般開放なしという形で開催されました。

　会に先立ち小松市教育委員会表彰状贈呈式、小松市立学校ＰＴＡ連合　会に先立ち小松市教育委員会表彰状贈呈式、小松市立学校ＰＴＡ連合

会会長感謝状贈呈式が行われました。会会長感謝状贈呈式が行われました。

　休憩をはさみ、研究大会が始まりました。芦城中学校玉成会、苗代小　休憩をはさみ、研究大会が始まりました。芦城中学校玉成会、苗代小

学校育代会、那谷小学校育友会、どの発表も素晴らしい内容になってお学校育代会、那谷小学校育友会、どの発表も素晴らしい内容になってお

り、本当に皆様に聞いていただきたいものでありました。り、本当に皆様に聞いていただきたいものでありました。

　このコロナ禍の中、研究大会の発表は大変なご苦労だったと思います。　このコロナ禍の中、研究大会の発表は大変なご苦労だったと思います。

お疲れさまでした。お疲れさまでした。

芦城中学校玉成会 苗代小学校育代会 那谷小学校育友会

◆小松市教育委員会表彰状

西多西多　洋子洋子 様・野村・野村　典子 典子 様・藤本・藤本　洋右 洋右 様・蜂谷せい子 ・蜂谷せい子 様

◆小松市立学校ＰＴＡ連合会会長感謝状

竹林竹林　臣夫臣夫 様（稚松小学校（稚松小学校）・本多・本多　孝志孝志 様（荒屋小学校）（荒屋小学校）

令和２年度 研究発表校

小松市教育委員会表彰状 受賞者の皆さん

小松市立学校ＰＴＡ連合会会長感謝状
受賞者の皆さん

『生徒たちの「未来予想図」を描こう！ 』
～ 地域と共に不撓不屈の精神で ～

『親子の心の絆を深めよう！！ 』 『親子コミュニケーション 』



研修委員会の取り組み
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小松市教育委員会と小松市立学校ＰＴＡ連合会との
意見交換会

日時：令和２年12月11日（金）　 場所 : 小松市役所

ごあいさつ

　今年度研修委員会では、小松市教育委員会と小松市立学校ＰＴＡ連合会との意見交換　今年度研修委員会では、小松市教育委員会と小松市立学校ＰＴＡ連合会との意見交換

会を開催しました。コロナの影響により開催が延期され、また感染対策のために昨年よ会を開催しました。コロナの影響により開催が延期され、また感染対策のために昨年よ

り参加者を半数以下に絞っての開催となりました。教育委員会からは石り参加者を半数以下に絞っての開催となりました。教育委員会からは石黑教育長をはじ教育長をはじ

め４名の方に出席して頂き、教育環境が大きく変化し、またコロナ禍で大変な中、日々め４名の方に出席して頂き、教育環境が大きく変化し、またコロナ禍で大変な中、日々

取り組んでいることを聴くことができ有意義な時間となりました。取り組んでいることを聴くことができ有意義な時間となりました。

　今年度は、子どもたちの学校行事ができなかったことを悲観していた保護者の皆さん　今年度は、子どもたちの学校行事ができなかったことを悲観していた保護者の皆さん

が多くいたと思います。しかし、そのような中でも子どもたちが一生懸命に頑張っていが多くいたと思います。しかし、そのような中でも子どもたちが一生懸命に頑張ってい

たという話を聴き、とても嬉しく思い、子どもたちは大きく成長しているのだなと感心たという話を聴き、とても嬉しく思い、子どもたちは大きく成長しているのだなと感心

させられました。市Ｐ連をはじめ、各単位ＰＴＡの行事もほとんど実施することができさせられました。市Ｐ連をはじめ、各単位ＰＴＡの行事もほとんど実施することができ

なかった一年だったと思いますが、子どもたちを見習い「やらないのではなく、どうやなかった一年だったと思いますが、子どもたちを見習い「やらないのではなく、どうや

ったらできるか」を考えていかなくてはいけないのではないかと思います。子どもは親ったらできるか」を考えていかなくてはいけないのではないかと思います。子どもは親

を見て成長します。親自身が前向きに取り組む姿を子どもたちに見せることが大切なこを見て成長します。親自身が前向きに取り組む姿を子どもたちに見せることが大切なこ

とだと思いました。とだと思いました。

　この意見交換会を通じ、教育委員会との連携、また情報共有の大切さを感じました。　この意見交換会を通じ、教育委員会との連携、また情報共有の大切さを感じました。

今後は、お互いに子どもたちのために協力することが必要ですし、年に一度と言わず定今後は、お互いに子どもたちのために協力することが必要ですし、年に一度と言わず定

期的に開催してはどうかと思います。期的に開催してはどうかと思います。

研修委員会　委員長　研修委員会　委員長　江口　 充江口　 充
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輝く心の学び委員会輝く心の学び委員会輝く心の学び委員会輝く心の学び委員会輝く心の学び委員会

柴田　沙夜（第一小）　　福田　加奈（稚松小）柴田　沙夜（第一小）　　福田　加奈（稚松小）
梅谷　百合（矢田野小）　堀口　美香（月津小）梅谷　百合（矢田野小）　堀口　美香（月津小）
米田　広美（向本折小）　西野　裕美（日末小）米田　広美（向本折小）　西野　裕美（日末小）
白石　知里（中海小）　　岡本久美子（那谷小）白石　知里（中海小）　　岡本久美子（那谷小）

金田　史恵（芦城小）　　山下　香織（国府小）金田　史恵（芦城小）　　山下　香織（国府小）
北川由美子（今江小）　　塩原亜希子（符津小）北川由美子（今江小）　　塩原亜希子（符津小）
前田　千春（粟津小）　　徳田　　操（犬丸小）前田　千春（粟津小）　　徳田　　操（犬丸小）
吉本　雅美（木場小）吉本　雅美（木場小）

近江　千夏（丸内中）　　中村　京子（御幸中）近江　千夏（丸内中）　　中村　京子（御幸中）
谷口　宏美（南部中）　　橋　　紀谷口　宏美（南部中）　　橋　　紀伃（松陽中）（松陽中）
岡田　里美（芦城中）　　藤澤　友紀（板津中）岡田　里美（芦城中）　　藤澤　友紀（板津中）
叶井　直子（安宅中）　　中田美千絵（中海中）叶井　直子（安宅中）　　中田美千絵（中海中）
山本麻梨子（国府中）　　中川　郁子（松東中）山本麻梨子（国府中）　　中川　郁子（松東中）

佐藤　佑美（苗代小）　　圓地久見代（安宅小）佐藤　佑美（苗代小）　　圓地久見代（安宅小）
南　　史真（串小）　　　市村佑実子（能美小）南　　史真（串小）　　　市村佑実子（能美小）
境　　幸子（東稜小）　　境　　幸子（東稜小）　　髙井佐知子（荒屋小）井佐知子（荒屋小）
蓮井　　純（蓮代寺小）　旭　　良美（松東みどり）蓮井　　純（蓮代寺小）　旭　　良美（松東みどり）

Aグループ Ｂグループ

Ｃグループ Ｄグループ
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　今年度の輝く心の学び委員会は、新型コロナ

ウイルスの影響もあり、例年通りの活動がなかウイルスの影響もあり、例年通りの活動がなか

なかできない状況で担当校長先生をはじめ各小なかできない状況で担当校長先生をはじめ各小

中学校の代表の方、役員の皆様においては大変中学校の代表の方、役員の皆様においては大変

ご迷惑おかけいたしました。ご迷惑おかけいたしました。

　外に出て体を動かす事も難しく、集会など沢　外に出て体を動かす事も難しく、集会など沢

山の人が集まることが出来ないため簡単に自分山の人が集まることが出来ないため簡単に自分

たちで出来る体のケアを…と考えました。そこたちで出来る体のケアを…と考えました。そこ

で『で『みゆきみゆきカイロカイロプラクティップラクティック』の軽海美由』の軽海美由

紀先生を講師に招き【姿勢と歪み】というテー紀先生を講師に招き【姿勢と歪み】というテー

マで講演していただきました。マで講演していただきました。

　参加者は、真剣に話に聞き入り、簡単なセル　参加者は、真剣に話に聞き入り、簡単なセル

フチェックでは、自身の歪みもわかり、質疑応フチェックでは、自身の歪みもわかり、質疑応

答では家庭でのケアの仕方や自身の歪みに対す答では家庭でのケアの仕方や自身の歪みに対す

る悩みなどたくさんの意見交換がありました。る悩みなどたくさんの意見交換がありました。

　今年一年、思うように活動はできませんでし　今年一年、思うように活動はできませんでし

たが、皆様にご協力頂きまして本当にありがとたが、皆様にご協力頂きまして本当にありがと

うございました。うございました。

輝く心の学び委員会　委員長　輝く心の学び委員会　委員長　宮崎　 忍宮崎　 忍

令和２年度

日時：令和２年10月29日（木）  場所：第一コミュニティセンター

講師　軽海 美由紀 先生研修会
『姿勢と歪み』

（みゆきカイロプラクティック）

令和２年10月29日（木）  場

講師 先生
（みゆきカ

日時：令

《輝く心の学び委員会  女性役員》

委 員 長　宮崎　　忍（御幸中）

担当役員　谷中佐祐里（稚松小）

　 　　　駒澤　美紀（芦城小）

　 　　　若山　弘子（第一小）

　 　　　北出　　葵（中海中）

　 　　　南山　由美（安宅中）

輝く心の学び委員会 広報担当

・山下　香織（国府小）
・境　　幸子（東陵小）
・梅谷　百合（矢田野小）
・岡田　里美（芦城中）

一年間、有難うございました

ニティセンター

生
ク）

場所：第一コミュニ

 先生
カイロプラクティック
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義務教育学校
～ 小松市教育委員会指定広域通学モデル校 ～

　今年度は、コロナ禍で全く先の見えない１年でありましたが、皆様が正しく怖がり、やるべき　今年度は、コロナ禍で全く先の見えない１年でありましたが、皆様が正しく怖がり、やるべき
事をやり、毅然と対応することで、いつもとは違う形でありましたが行事を行うことが出来まし事をやり、毅然と対応することで、いつもとは違う形でありましたが行事を行うことが出来まし
た。本誌では、その行事の内容を各委員長にまとめていただき、また長きに渡り貢献していただた。本誌では、その行事の内容を各委員長にまとめていただき、また長きに渡り貢献していただ
いた岡田顧問のご挨拶、最終面では４月から小中一貫の義務教育学校として開校する松東みどりいた岡田顧問のご挨拶、最終面では４月から小中一貫の義務教育学校として開校する松東みどり
学園の特集と無事に発刊することが出来ました。深く感謝と御礼を申し上げます。学園の特集と無事に発刊することが出来ました。深く感謝と御礼を申し上げます。
　来年度は、もっと子どもたちの笑顔と保護者の活躍を掲載できる１年になるように願います。　来年度は、もっと子どもたちの笑顔と保護者の活躍を掲載できる１年になるように願います。
最後に本誌制作に携わった広報委員の皆様、ありがとうございました。最後に本誌制作に携わった広報委員の皆様、ありがとうございました。

編
集
後
記

 広報委員長　 広報委員長　濵口　淳也濵口　淳也（稚松小）（稚松小）

広報委員会
濵口　淳也濵口　淳也（稚松小（稚松小）　・ 田中　宏茂田中　宏茂（犬丸小（犬丸小）

佐々木香子佐々木香子（芦城中（芦城中）　・ 田村　義彦田村　義彦（安宅中）（安宅中）

杉江　繁夫杉江　繁夫（安宅小（安宅小）　・ 酒井　英行酒井　英行（串　小）（串　小）

丸山　洋一丸山　洋一（月津小（月津小）　・ 重吉　大介重吉　大介（能美小）（能美小）

高田　正浩高田　正浩（南部中（南部中）　・ 井上　和彦井上　和彦（板津中）（板津中）

片村　順子片村　順子（那谷小学校校長）（那谷小学校校長）

令和３年（2021年）４月１日

義務教育９年間の一貫教育を行います

【特色ある小中一貫教育】

●１年生からの英語教育
●９つのプロジェクトで探究活動
●５年生からの一部教科担任制
●ＩＣＴを活用した授業
●外部人材、関係機関との連携
●５年生からの部活動参加
●児童生徒の多様な交流活動
●地域とのつながりを深める活動

■義務教育学校とは
●小学校から中学校までの９年間の義務教育を、一貫して行う学校です。
●１人の校長のもと、１つの組織で教職員が、９年間の系統的な教育、継続的な生活指導を行います。
●修業年限は９年（前期課程６年、後期課程３年）です。
●それぞれの小学校及び中学校の学習指導要領に沿った教育を行います。

■４-３-２制の学年段階区分
　義務教育９年間を、児童生徒の発達状況に合わせて、指導上の３つの学年段階区分を設け、それぞれの段階
ごとに目標を設定して取り組みます。

開校！

　いよいよ４月に南加賀で初の小中一貫の義務教育学校「松東みどり学園」が開校いたします。開校に至るまで、教育　いよいよ４月に南加賀で初の小中一貫の義務教育学校「松東みどり学園」が開校いたします。開校に至るまで、教育

委員会の方々、先生方、地域の方々、保護者など多くの方々にご尽力いただき、たくさんの話し合いを重ねた結果、素委員会の方々、先生方、地域の方々、保護者など多くの方々にご尽力いただき、たくさんの話し合いを重ねた結果、素

晴らしい学校が出来上がりました。晴らしい学校が出来上がりました。

　自然豊かな松東地区で１年生から９年生までの子どもたちがのびのびと育ってくれることを願っています。小規模校　自然豊かな松東地区で１年生から９年生までの子どもたちがのびのびと育ってくれることを願っています。小規模校

のメリットを活かし、この学校ならではの特色ある学校生活を通じて心豊かにたくましく成長してほしいです。のメリットを活かし、この学校ならではの特色ある学校生活を通じて心豊かにたくましく成長してほしいです。

　子どもたちの輝かしい未来のために、これからも学校・地域・保護者が一体となり協力していくことが必要です。Ｐ　子どもたちの輝かしい未来のために、これからも学校・地域・保護者が一体となり協力していくことが必要です。Ｐ

ＴＡ組織も新たな体制でスタートします。これからは小学校の保護者と中学校の保護者が一緒に活動していきます。みＴＡ組織も新たな体制でスタートします。これからは小学校の保護者と中学校の保護者が一緒に活動していきます。み

なさまどうぞよろしくお願いいたします。なさまどうぞよろしくお願いいたします。

　本会の活動に対しご支援、ご協力を頂いた皆様に心より感謝を申し上げます。　本会の活動に対しご支援、ご協力を頂いた皆様に心より感謝を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松市立学校ＰＴＡ連合会　理事　釣川　久子小松市立学校ＰＴＡ連合会　理事　釣川　久子

グローバルルーム・図書コーナーグローバルルーム・図書コーナーグローバルルーム・図書コーナー

普通教室普通教室普通教室

小松市立松東みどり学園

英語教育英語教育英語教育

電子黒板電子黒板電子黒板


