
 

平成 28年 6月 3日 

 

報道機関各位 

 

鳥栖市 学校教育課長 柴田 昌範 

総合政策課長 松雪 努  

 

 

学校参観しませんか「鳥栖市教育の日」の開催について 

 

 

鳥栖市では、子どもたちの健やかな成長を願って、学校や行政だけでなく家庭や地域

社会が連携していく上での契機となるように、「鳥栖市教育の日」を設定しています。 

教育の日に合わせて各学校で様々な取組を行い、九州では鳥栖市だけの取組である、

教科「日本語」の授業も公開されます。 

保護者様や地域の皆様の参観も可能です。子どもたちの学習の様子を、ぜひご覧くだ

さい。 

 

記 

１．日 時  平成 28年 6月 12日（日） 

２．場 所  市内各小中学校（別紙のとおり） 

       ※取材いただける場合は、各学校にお問い合わせください。 

３．教科「日本語」について 

鳥栖市では、平成２７年度から、全小中学校で教科「日本語」を実施しています。

小中一貫教育の大きな柱として、「豊かな日本語を身に付け、鳥栖市を愛し、次世

代を担う子ども」の育成をめざして、言語や文化、礼儀作法について「楽しみ」「親

しみ」「味わう」学習を展開しています。 

日本の言語や文化に親しむことにより、日本語の持つ美しさや、日本人が持って

いる感性、情緒を養い、日本人としての教養を身に付け、我が国の言語や文化を継

承し、新たな創造へとつないでいく態度を育てることが目標です。 

 

 

鳥栖市投げ込み資料 

（担当） 学校教育課 木村 

TEL：0942-85-3520 

MAIL： gakko@city.tosu.lg.jp 



平成 28 年度「鳥栖市教育の日」 
鳥栖の子どもたちの健やかな成長を願って、学校や行政だけでなく家庭や地域社会が連携していく上での契

機となるように、一昨年度から「鳥栖市教育の日」を設定しました。 

各学校で、どのような取組が行われるかご紹介いたします。保護者や地域の皆様のたくさんの参観をお待ち

しています。具体的な内容については、各学校へお問い合わせください。 

「鳥栖市教育の日」各学校の取組 

学 校 名 日 時 内   容 

鳥栖小学校 

 

 

 

 

〒841-0051 

鳥栖市元町 1162     

0942-83-2535 

6月 12（日） 

8:25～12:00 

 

○授業参観（1・2年生）        9：20～10：05 

○授業参観（5・6年生）       10：20～11：05 

○3年生親子活動「町探検」      8：15～10：15 

○4年生親子活動「陶芸教室」      9：40～11：30 

○教育講演会（鳥栖小体育館）      11:15～12：00 

  演題「親が笑えば子も笑う！」 

 講師：大石夾楽（親育ち 講演家） 

 対象：保護者 

鳥栖北小学校 

 

 

 

〒841-0037 

鳥栖市本町 3丁目

1468-1 

0942-83-2296 

6月 12日（日） 

8:35～12:10 

 

○授業参観（全学年）             8：35～ 9：20 

○授業参観（全学年）         9：30～10：15 

※1 校時か 2 校時のいずれかに全学級でふれあい道徳の授

業を行います。 

○教育講演会（鳥栖北小体育館）    10：30～11：30 

演題「子どもを取り巻くネット社会の危険性」 

講師：鳥栖警察署員 

対象：保護者および６年生児童 

田代小学校 

 

 

 

 

〒841-0015 

鳥栖市田代上町 301-1 

0942-83-2744 

6月 12日（日） 

8:25～12:00 

 

○授業参観(全学年)          8:25～9:10 

○教育講演会(田代小体育館)      9:20～11:05 

  子どもの歯の健康に関する講演会を実施します。 

 講師：元佐賀大学教授 香月 武 先生 

 対象：保護者 

※講演会の時間帯は、通常授業 

○授業参観(全学年)          11:15～12:00 

☆1・4校時に、道徳、日本語の授業も実施します 

弥生が丘小学校 

 

 

 

 

〒841-0005 

鳥栖市弥生が丘 4-392 

0942-48-3100 

6月 12日（日） 

8:35～12:15 

○授業参観（１校時、１年～３年）     8:35～ 9:20 

○授業参観（２校時、４年～６年）       9:30～10:15 

※１校時、２校時のいずれかに「ふれあい道徳」、または、

教科「日本語」の授業を行います。 

○ＰＴＡ会員研修講演会                10:40～11:40 

演題「地域と家庭と学校」 

講師：矢野 大和（おおいた観光特使） 

対象：全学年保護者、地域の皆様 

若葉小学校 

 

 

 

〒841-0083 

鳥栖市古賀町 480-2 

0942-82-8722 

6月 12日（日） 

8:20～12:00 

☆授業参観（全学年）           9:15～10:00 

☆授業参観（全学年）            10:20～11:05 

※下校は，一斉下校とし保護者も同伴で危険箇所等安全点

検をしていただきます。 

※２校時か３校時のいずれかで，ふれあい道徳か日本語の

授業公開を行います。 

※１年生と 4年生は、授業参観で歯磨き指導を行います。 



※ すべての地域の方の参観も可能です。子どもたちの学習の様子を、是非ご覧ください。 

※ ☆印の時間帯には、日本語の授業も公開されます。他の時間帯でも、日本語の授業が行われる予定です。 

基里小中学校 

 

 

 

 

 

基里小 

〒841-0025 

鳥栖市曽根崎町 1521-1 

0942-83-2288 

 

基里中学校 

〒841-0024 

鳥栖市原町 672-１ 

0942-83-2944 

6月 12日（日） 

8:40～11:30 

 

〈小学校公開授業〉                 8:40～9:25 

 ※小 1と中 2の交流活動 

  小 2で歯磨き指導 

☆小 3で教科「日本語」を実施 

小 4(国語)、小 5(音楽)への乗り入れ授業 

（参観者は、中学校へ移動）  

〈中学校公開授業〉            9:40～10:30 

 ※小 6と中 1の交流活動（外国語活動・英語） 

☆中 3で教科「日本語」を実施 

○教育講演会（基里中体育館予定）   10:40～11:30 

演題：「賢く付き合おう！インターネット」 

   ～ネットの被害者、加害者にならないために～ 

講師:浴本 信子（特定非営利法人 IT ｻﾎﾟｰﾄさが事務局長）  

対象：保護者・児童生徒・教職員 

※講演会の時間帯は、通常授業 

麓小学校 

 

 

 

 

〒841-0084 

鳥栖市山浦町 2253-1    

0942-83-2013 

6月 12日（日） 

8:20～11:30 

 

○授業参観（全学年）           8:30～ 9:15 

○授業参観（全学年）                  9:25～10:10 

○教育講演会（麓小体育館）        10:20～11:30 

演題：「子どもの姿勢と足育」 

講師：柄本 亜紀子 

対象：保護者 

※講演会の時間帯は、通常授業 

※1・2校時の授業の中で、日本語の授業も行います。 

旭小学校 

 

〒841-0072 

鳥栖市村田町 109-1 

0942-83-2806 

6月 12日（日） 

8:30～11:05 

 

○授業参観(全学年)           8:30～ 9:15 

○授業参観(全学年)           9:25～10:10 

○授業参観(2年生～6年生)        10:20～11:05 

※1年生は、3校時に「親子ふれ合い」を行います。 

※2～6年生は、ふれあい道徳の授業も行います。 

鳥栖中学校 

 

 

〒841-0037 

鳥栖市本町 2丁目 

104番地 1 

0942-83-2537 

6月 12（日） 

8:40～15:35 

 

○授業参観（全学年フリー参観）     8:40～12:30 

○ＰＴＡ教育講演会（鳥栖中体育館）  13:45～15:35 

 演題：「矢野大和の笑って元気！」 

講師：矢野大和 

（矢野大和事務所・佐伯市宇目鷹鳥屋神社宮司・県南落

語組合会長ほか） 

 対象：保護者と全生徒                           

田代中学校 

 

 

 

〒841-0016 

鳥栖市田代外町 651-１  

0942-83-2758 

6月 12日（日） 

8:40～15:35 

○授業参観（全学年）          8:40～9:25 

○授業参観（全学年）          9:35～10:20 

○授業参観（全学年）         10:30～11:15 

○授業参観（全学年）         11:25～12:10 

○ふれあい道徳（全学年）       13:55～14:45 

○選手推戴式（田代中体育館）     15:10～15:35 

※教科「日本語」の授業も行います。 

鳥栖西中学校 

 

 

〒841-0054 

鳥栖市蔵上町 77番地１ 

 0942-83-2086 

6月 12日（日） 

8:40～12:30 

○授業参観（全学年）            8:40～9:30 

○授業参観（全学年）           9:40～10:30  

○ＰＴＡ講演会             10:40～12:30 

「子育てや性教育をテーマにした内容」 

講師：田尻 由貴子(一般社団法人スタディライフ熊本特別顧問) 

対象：保護者と全生徒 
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教科「日本語」の取組 

 鳥栖市では、平成２７年度から、全小中学校で教科「日本語」を実施しています。 

 小中一貫教育の大きな柱として、「豊かな日本語を身に付け、鳥栖市を愛し、次世代を

担う子ども」の育成をめざして、言語や文化、礼儀作法について「楽しみ」「親しみ」「味わう」

学習を展開しています。 

 

教科「日本語」の目標 

日本の言語や文化に親しむことにより、日本語の持つ美しさや、日本人が持っている感

性、情緒を養い、日本人としての教養を身に付け、我が国の言語や文化を継承し、新たな

創造へとつないでいく態度を育てる。 

 

教科「日本語」の内容 

 言語活動を通して、表現力・コミュニケーション能力を身に付ける学習です。 

 日本の古典や詩歌等の有名な文の朗読暗唱を通して、日本語の響きやリズムを楽し

み、味わう学習です。 

 鳥栖市や佐賀県、日本の伝統文化に親しむ学習です。 

 挨拶の仕方、人と接するときのマナーの大切さを学び、身に付ける学習です。 

 

領域 具体的内容 

言語 詩 ことわざ 慣用句 方言 等 

伝統的言語文化 昔話 神話・伝承 俳句 短歌 漢詩 論語 古文 等 

伝統文化 
かぞえ歌 伝承あそび 川柳 能楽 狂言 歌舞伎 落語 伝統行事 

かるたあそび 鳥栖や佐賀の文化・歴史 等 

礼儀作法 あいさつ 日本の衣食住文化 （マナー検定） 等  
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教科「日本語」の実際 

各学校で、以下のような教科「日本語」の授業が展開されています。 
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