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阿久根市立脇本小学校
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児童数１８９名 １１学級 ℡ 0996-75-0004
キャッチフレーズ 「花とあいさつと読書の脇本小」 「歌声の響く脇本小」 HP「脇本小」で検索
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あいわの里訪問

学校の統・廃合に係る説明・意見交換会の開催

11 月 13 日（土），５年生が「あいわの里」で山田楽を披露しました。５
年生はコロナ禍で地域行事が削減される中，精一杯踊り，利用者の方々か
ら，たくさんの拍手とお礼の言葉をいただきました。子供たちは「学校と
地域をつなぐ」役割を立派に果たしてくれました。着付けや楽器の運搬に
御協力いただきました保護者の皆様方，ありがとうございました。

市教育委員会では，保護者・地域住民の合同説明・意
見交換会を開催し，今後の学校の統・廃合の在り方等に
ついて説明を行い，意見等を伺うこととしています。
つきましては，下記の日程で開催されますので，多く
の保護者の皆様の御参加をよろしくお願いいたします。
日時：12 月 21 日（火）19：00～会場：脇本地区公民館

GIGA スクール構想で進化する学校を目指して
11 月 17 日（水），鹿児島大学の髙瀬先生に GIGA タイ
ムと２，４，６年生のタブレットを活用した授業を見て
いただきました。GIGA スクール構想（一人一台端末と高
速大容量ネットワークの整備）によって，個別最適化さ
れる子供たちの学びに対応できる学校を目指します。

味噌づくり
11 月 18 日（木）
，３年生は，総合的な学習の時間に
「味噌づくり」を行い，阿久根市生活改善センターの
京田さん，梶尾さん，餅越さんに御指導いただきまし
た。この取組は今年で１１年目になるそうです。麹と
大豆の香りに，子供たちはわくわくしながら取り組み
日本の伝統的な食文化を見つめる機会になりました。
２月には，この味噌で味噌汁を作る予定です。乞うご期待！

阿久根市陸上記録会入賞者

(※紙面の都合で市３位まで)

５年男子 100m 走 ３位 山平 将仁 16 秒７
５年女子 100m 走 ２位 石澤 悠那 16 秒 4
５年女子走り高跳び ２位 新穂 里莉 95cm
６年男子 100m 走 １位 中尾 漣
15 秒 2
６年男子 100m 走 ３位 兒玉 翔太 15 秒７
６年男子走り高跳び ３位 中尾 漣１m10cm
６年女子 100m 走 １位 茶縁 海音 15 秒 7
６年女子 100m 走 ３位 馬場 凛生 16 秒３
６年女子走り幅跳び ２位 遠屋 愛結羽 ３m50cm
６年女子走り幅跳び ３位 花木 美優菜 ３m32cm
６年女子 60m ハードル走 １位 花木 美優菜 12 秒２
６年女子 60m ハードル走 ２位 野﨑 明 12 秒３
５年女子 400m リレー２位（石澤，野村，仮屋園，松木）１分７秒６
６年男子 400m リレー２位（兒玉，園田，濵邊，中尾） １分４秒１
６年女子 400m リレー１位（遠屋，馬場，花木，茶縁） １分２秒５

地域が育む「かごしまの教育」県民週間のお礼
今年の県民週間は，保護者の皆様だけでなく，区長，
民生委員・児童委員の皆様にも参観していただきました。
「フリー参観が４日間あり参加しやすかった」
「子供の目
が輝いていた」
「クラスによる整理整頓のばらつき」等の
御意見をいただきました。ご参加くださりありがとうご
ざいました。【主な取組】○フリー参観 4 日○学校運営
協議会○給食試食会○芸術鑑賞会（トトロのへやによる
人形劇）○教育講演会（学校主催）
，脇本まち歩き探訪

12 月
2 日（木）
８日（水）
９日（木）
１０日（金）
１１日（土）

行事予定

避難訓練（火災）
学力検査（国語・理科）緑の日
学力検査（算数・社会・外国語）
ＡＬＴ来校 バンビ号来校
土曜授業 家庭教育学級（人権）
１０歳を祝う会（４年）
１４日（火） 持久走大会 学級ＰＴＡ ＰＴＡ幹事会
第２回学校保健委員会
制服採寸（6 年 昼休み）
１６日（木） トトロのへや読み聞かせ
２１日（火） 色覚検査（１年生希望者）
２４日（金） 終業式 大掃除（給食あり）13：20 下校
※ 人権週間（１２月１日～７日）
※ 学期末Ｂ校時設定週間（６日～２２日）
※ 学期末学校評価週間（２９日～１２月 5 日）
※ 教育相談週間（2４日～12 月３日）
※ 月行事はマチコミでも連絡しています。

