
伊田中学校  たがわ情報センター前（田川市番田町 ２番31号）
後藤寺中学校

令和３年 １月末予定
令和２年12月末予定同中学校グラウンド内（田川市大黒町11番69号）

　皆さんもご存じのように新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴い、３月から、戦後初といわ
れる「全国一斉休校」が突然始まりました。
　４月６日、やっと始業式を迎えることが出来た
と思っていたところ、今度は国の「緊急事態宣言」。
またしても、臨時休校となってしまいました。５
月下旬から学級や学年を分割して登校する分散登
校、その後、午前中授業、通常の授業と段階的な
学校再開を実施しました。

《休校中の取り組み》
❶電話や家庭訪問による子どもたちの状況把握
❷学校のプリントとともに田川市学力向上アドバ
イザー隂山英男さんの一年間の学習内容の予習
ができる“たったこれだけプリント”の配布
❸教育委員会と学校の教職員で作成した動画のホ
ームページ上での公開（「おうちでできる！漢
字速習」「おうちでできる！予習の仕方」など）

　このように、教育委員会と学校は連携して、ス
テイホームを強いられた子どもたちの状況把握お
よび学習支援に取り組んできました。また、子ど
もたちの状況をつかむためのアンケートを実施し
ました。

《アンケートの紹介》
●料理をつくって“ありがとう！”と言ってもら
えてうれしかった
●家族といる時間が増えてうれしかった
●登校日数が減った分、思い出が２倍になるよう、
先生と友達と精一杯、がんばりたい！

　このように、元気の出る内容がたくさんありま
した。２か月半の臨時休校はさすがに長く、事故
や生活の乱れなどが心配でしたが、５月２１日か
ら始まった分散登校後の出席率は思いのほか高く、
少し安心しました。事故などがなく、学校再開時
の出席率も高かったのは、大変な状況の中、子ど
もたちを見守り、励ましてくださった保護者の皆
さんのおかげです。
　現在、全小中学校の教職員は、消毒などの感染
防止に取り組みながら、全児童生徒の学力向上を
目指し「学習内容を絞り込み、スピードとテンポ
を大切にした集中速習学習」、「授業と家庭学習の
連動」などの授業改革をがんばっています。教育
委員会も市長部局とともに「全教室に冷暖房設備
の設置」、「一人一台のタブレット整備」など、教
育環境整備を進めています。これからも、教育委
員会と学校が一体となり、「何が起こるかわから
ない予測困難な時代をたくましく生き抜く子ども
たちの育成」を目指し、がんばります！

今、思うこと
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　７月10日～13日、田川市民会館で制服展示会を
開催し、約250人が来場しました。展示会では、県
内公立中学校で着用されている制服などが展示され、
現在の制服の流行や特徴を紹介しました。また、展
示会では新しい制服への希望や意見を調べるために
アンケート調査を行いました。
　結果は、今後の開校準備協
議会制服部会で、新しい制服
の検討の際に活用します。

校舎解体工事が始まりました
　中学校の校舎建設に伴い、７月に伊田
中学校および後藤寺中学校が仮設校舎へ
引越しました。また８月からは、両校の
校舎などの解体工事を開始しています。
工事期間中は、安全に配慮し工
事を進めていきますので、
ご理解とご協力をお願い
します。

市ホームページ

ツイッター

　新中学校再編推進室では令和２年１月から、中学校の再編状況を
お伝えするために「田川市中学校再編推進だより」を発行していま
す。市内小中学校・幼稚園・保育園の保護者の皆さんに配布するほ
か、市役所・市民会館などの公共施設窓口でも配布しています。
　また、市ホームページや新中学校再編推進室公式ツイッターでの
閲覧も可能です。右記２次元コードからアクセスできます。

田川市中学校再編推進だよりを発行しています

伊田中・後藤寺中　仮設校舎へ引越し

学校再編に関する問い合わせ　田川市教育委員会 新中学校再編推進室 ☎85-7169

編集・発行：田川市教育委員会 教育総務課 〒825-0002 田川市大字伊田2550番地 1  ☎0947-85-7165

教えて！再編ススムくん

制服展示会を開催しました

かげやま   ひでお

仮設校舎場所 旧校舎解体工事期間

▲学校再開後の授業の様子
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　市内小学校では、読み書
き計算の徹底反復の一環と
して、１年間で習う新出漢
字を１学期中に集中して学
習し、その後、朝の学習や
家庭学習で反復練習をする
「漢字前倒し学習」に取り
組んでいます。
　令和２年４月からの約２
か月間は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
に伴い臨時休校となりましたが、この間も、家庭
学習において、自らの力で漢字前倒し学習ができ
るよう、教育委員会では、漢字練習の手順を分か
りやすくまとめたチラシ（上図参照）やYouTube
動画を市内教員の協力を得て作成・配信したり、
意欲付けのために市内一斉漢字テストの実施を予
告したりするなどの取り組みを行いました。
　７月に実施した市内一斉漢字テスト※では、小
学２年生から６年生全員が参加しました。今回の

テスト結果は、表のとおりとなりました。90点
以上の高得点者は518人で、特に６年生の平均正
答率は約８割となるなど、これまでの家庭や学校
における漢字前倒し学習の成果が表れています。
　田川市学力向上アドバイザーの隂山英男さんは
「漢字を覚えることはすべての教科学習の土台にな
る大切な学習です。田川市の組織的な漢字指導の
取り組みと結果は大変素晴らしく、全国の小学校
に衝撃を与えることでしょう」と期待を込めます。
　12月には、今年度２回目の市内一斉漢字テス
トを実施する予定です。さらなる漢字の定着を目
指して、今後も熱心に取り組む子どもたちのやる
気やがんばりを、学校・家庭・教育委員会が「ぐ
るみ」となって支えていきます。

     市内小中学校、児童クラブの抗菌
　  ガラスコーティングが行われました
　「学校での新型コロナウイルス感染症の感染リス
クを少しでも減らしたい」と、塗装工事会社の株
式会社ＣＯＬＯＲ（直方市）の協力のもと、会社
スタッフや田川青年会議所のメンバーなど多くの
ボランティアに参加していただき、除菌・抗菌効
果が期待される特殊なコーティング剤を使って、
水道の蛇口やドアノブなど子どもたちが触れる場
所に抗菌ガラスコーティングを行いました。

     小中学校の消毒作業を行っています
　今まで学校全体の消毒作業を教職員が行ってい
ましたが共用部分（蛇口や手すりなど）の消毒作
業の業務委託を行い、教職員の負担が軽減され、
子どもたちと関わる時間が増えました。

●費用
①会場使用料、教材費は自己
負担です。
②学習1回につき交通費とし
て、5,000円を講師に支払
います。

※受講生全員で分割して負担
します
③事務費として年間１講座、
１人200円が必要です。
※各講座によって、受講生数
　・会場使用料・教材費など
が異なります。

●申し込み・問い合わせ
　田川市教育委員会
　文化生涯学習課公民館・ス
ポーツ係（☎44-5110）

❸ ❷

学校での
新型コロナウイルス
感染症への対策

▲抗菌ガラスコーティングの様子

人材バンク講座は、いろいろな技術や知識をもつ講師が皆さんの学習意欲を育てます。
また、学んだことを生かしてボランティア活動などに取り組むことができます。
※広報たがわ令和2年3月1日号に募集の掲載をしていましたが、今回は未開講の講座のみ掲載してい
　ます。開講中の講座も受講生を募集していますので問い合わせください。

歌謡教室Ｃ
初めての優しい天然石アクセサリー

ケイ・ハイビスカス入門
大正琴Ｂ
大正琴Ｃ
大正琴Ｄ

経営者・部課長・主任コーチング
医療関係対象コーチング

HERO`S HIPHOPダンス初級
HERO`S ブレイクダンス初級
たのしいハーモニカ　土曜教室

ピカケスタジオB
（基礎から学べるハワイアンフラ）

健康フラダンス
（懐かしい歌謡曲で楽しく体を動かそう！）

現代文学講座

韓国語講座初級

毎週月
第４月

第１・２・３・４火
第２・４火
第１・３木
第１・３金
第３木
第２金
毎週木
毎週金
第２・４土

第１・２・３火

第１・２・３木

第３金
第３土
毎週土

10：00～12：00
12：30～14：30
11：00～12：00
15：00～17：00
15：00～17：00
17：00～19：00
19：00～20：30
19：00～20：30
18：00～19：00
20：00～21：00
10：00～12：00

13：00～15：00

15：00～16：00

17：30～19：30
10：00～12：00
19：00～21：00

「田川市一斉漢字テスト」に挑戦 !

　筑豊炭田でも最大級の炭鉱として隆盛を誇った三井
田川鉱業所の閉山から約50年。
　機械化された炭坑を描いた山本作兵衛翁の炭坑記録
画とともに、三井田川鉱業所が地域に与えた影響など
について紹介します。
●会期　10月27日（火）～11月23日（月・祝）
  　　　９時30分～17時30分（入館は17時まで）
  ※会期中の休館日　毎週月曜日（ただし、11月23日は開館）
●問い合わせ
  田川市石炭・歴史博物館（☎44-5745）
  ※くわしくは、「広報たがわ」裏表紙をご覧ください。

▲旧三井田川鉱業所伊田竪坑櫓と第一・二煙突を含む三井田
川鉱業所伊田坑跡は、「筑豊炭田遺跡群」として平成30年
10月に国指定史跡となっています。

▲子どもたちの漢字練習の様子をみつめる隂山さん

山本作兵衛コレクション原画企画展

「三井田川鉱業所と地域社会」

令和２年度 田川市石炭・歴史博物館

自主的・積極的に参加・活動し、学習や趣味を通じて仲間の輪を広げてみませんか。

1

2

市内小学生が

講座名 受講日 時　間

61.8％

78.5％

市内全体
（２年生～６年生）
市内小学６年生

平均正答率

＋4.6P

＋13.5P

昨年度比市内一斉漢字テスト

※各学年で習う新出漢字の中から、20問を無作為抽出して出題

かげやま   ひでお
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伊田中学校  たがわ情報センター前（田川市番田町 ２番31号）
後藤寺中学校

令和３年 １月末予定
令和２年12月末予定同中学校グラウンド内（田川市大黒町11番69号）

　皆さんもご存じのように新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴い、３月から、戦後初といわ
れる「全国一斉休校」が突然始まりました。
　４月６日、やっと始業式を迎えることが出来た
と思っていたところ、今度は国の「緊急事態宣言」。
またしても、臨時休校となってしまいました。５
月下旬から学級や学年を分割して登校する分散登
校、その後、午前中授業、通常の授業と段階的な
学校再開を実施しました。

《休校中の取り組み》
❶電話や家庭訪問による子どもたちの状況把握
❷学校のプリントとともに田川市学力向上アドバ
イザー隂山英男さんの一年間の学習内容の予習
ができる“たったこれだけプリント”の配布
❸教育委員会と学校の教職員で作成した動画のホ
ームページ上での公開（「おうちでできる！漢
字速習」「おうちでできる！予習の仕方」など）

　このように、教育委員会と学校は連携して、ス
テイホームを強いられた子どもたちの状況把握お
よび学習支援に取り組んできました。また、子ど
もたちの状況をつかむためのアンケートを実施し
ました。

《アンケートの紹介》
●料理をつくって“ありがとう！”と言ってもら
えてうれしかった
●家族といる時間が増えてうれしかった
●登校日数が減った分、思い出が２倍になるよう、
先生と友達と精一杯、がんばりたい！

　このように、元気の出る内容がたくさんありま
した。２か月半の臨時休校はさすがに長く、事故
や生活の乱れなどが心配でしたが、５月２１日か
ら始まった分散登校後の出席率は思いのほか高く、
少し安心しました。事故などがなく、学校再開時
の出席率も高かったのは、大変な状況の中、子ど
もたちを見守り、励ましてくださった保護者の皆
さんのおかげです。
　現在、全小中学校の教職員は、消毒などの感染
防止に取り組みながら、全児童生徒の学力向上を
目指し「学習内容を絞り込み、スピードとテンポ
を大切にした集中速習学習」、「授業と家庭学習の
連動」などの授業改革をがんばっています。教育
委員会も市長部局とともに「全教室に冷暖房設備
の設置」、「一人一台のタブレット整備」など、教
育環境整備を進めています。これからも、教育委
員会と学校が一体となり、「何が起こるかわから
ない予測困難な時代をたくましく生き抜く子ども
たちの育成」を目指し、がんばります！

今、思うこと

地域
ぐるみ

まち
ぐるみ

学校
ぐるみ

田川市教育委員会 教育長  吉　栁　啓　二 
りゅう けい じき
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教育委員会だより
令和２年10月15日 発行
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Ｔタイム（　 月　 日）氏名（         　　       ）
百マスひき算目標タイム　　　分　　　秒

❶ ❹

　７月10日～13日、田川市民会館で制服展示会を
開催し、約250人が来場しました。展示会では、県
内公立中学校で着用されている制服などが展示され、
現在の制服の流行や特徴を紹介しました。また、展
示会では新しい制服への希望や意見を調べるために
アンケート調査を行いました。
　結果は、今後の開校準備協
議会制服部会で、新しい制服
の検討の際に活用します。

校舎解体工事が始まりました
　中学校の校舎建設に伴い、７月に伊田
中学校および後藤寺中学校が仮設校舎へ
引越しました。また８月からは、両校の
校舎などの解体工事を開始しています。
工事期間中は、安全に配慮し工
事を進めていきますので、
ご理解とご協力をお願い
します。

市ホームページ

ツイッター

　新中学校再編推進室では令和２年１月から、中学校の再編状況を
お伝えするために「田川市中学校再編推進だより」を発行していま
す。市内小中学校・幼稚園・保育園の保護者の皆さんに配布するほ
か、市役所・市民会館などの公共施設窓口でも配布しています。
　また、市ホームページや新中学校再編推進室公式ツイッターでの
閲覧も可能です。右記２次元コードからアクセスできます。

田川市中学校再編推進だよりを発行しています

伊田中・後藤寺中　仮設校舎へ引越し

学校再編に関する問い合わせ　田川市教育委員会 新中学校再編推進室 ☎85-7169

編集・発行：田川市教育委員会 教育総務課 〒825-0002 田川市大字伊田2550番地 1  ☎0947-85-7165

教えて！再編ススムくん

制服展示会を開催しました

かげやま   ひでお

仮設校舎場所 旧校舎解体工事期間

▲学校再開後の授業の様子
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