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令和元年度「鳥栖市教育の日」各学校の取組一覧

6年目を迎えた「鳥栖市教育の日」
各学校の取組を参観し、子供たちの成長を感じる一日に

　(概要)
　鳥栖市の子供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設定された「鳥栖市教
育の日」も6年目を迎えました。
　当日は通常の授業参観だけでなく、親子で触れ合ったり、講演を通じて
学んだり、地域との交流や中体連の選手推戴式でわが子の成長を感じたり
と各学校趣向を凝らした取組を参観いただきます。

●日時　6月9日（日）午前中　（基里中学校と鳥栖中学校は午後まで）
　　　　詳細については別紙をご覧ください。
●場所　市内の全小中学校（香楠中学校は除く）
●内容　各学校が、さまざまな授業や取組を計画しています。
　　　　保護者だけでなく地域の方々もご参観いただけます。
　

事業内容



令和元年度「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、「鳥栖市教育の日」を設定して今年度で６年目となりました。 

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９日（日） 

9:30～11:40 

 

○授業参観（１～３年生）２校時    9:30 ～ 10:15 

○授業参観（４・６年生）３校時    10:35 ～ 11:20 

○親子ふれあい授業（５年生）体育館 10:35 ～ 11:40 

 『火育』 講師：佐賀県ＬＰガス協会青年部 

 

鳥栖北小学校 

 

 

〒841-0037 

鳥栖市本町 3丁目 1468-1 

0942-83-2296 

６月９日（日）

8:35～11:30 

 

○授業参観（全学年）１校時       8:35 ～  9:20 

○授業参観（全学年）２校時      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）   10:35 ～ 11:20 

演題「子どもを取り巻くネット社会のおそろしさ」(仮) 

講師：ＩＴサポートさが  

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９日（日）

8:30～12:00 

○授業参観（１～３年）１校時     8:30 ～  9:15 

○ＰＴＡ教育講演会 ２・３校時    9:30 ～ 11:00 

 演題「親のこころ 子のこころ」 

 講師：鷹鳥屋神社 宮司  矢野 大和 さん 

 対象：保護者 

○授業参観（４～６年）４校時    11:15 ～ 12:00 

※全学級で、ふれあい道徳の授業を行います。 

 

弥生が丘小学校 

 

 

〒841-0005 

鳥栖市弥生が丘 4-329 

0942-48-3100 

６月９日（日） 

8：30～11：45 

 

○授業参観（全学年） １校時     8:30 ～  9:15 

○授業参観（全学年） ２校時     9:25 ～ 10:10 

○ＰＴＡ会員研修講演会       10:30 ～ 11:45 

 演題「子どもの特性を見つめた子育て 

～思いやりのはぐくみ～」 

 講師：若楠児童発達支援センター 栗山 郁江 さん 

 対象：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９日（日）

8:35～11:20 

 

○授業参観（全学年） １校時         8:35 ～  9:20 

○授業参観（全学年） ２校時         9:30 ～ 10:15 

○ＰＴＡ情報モラル研修会（体育館） 10:20 ～ 11:20 

 演題「子どもたちをインターネットのトラブル等から守

るために」 

 講師：秀島 晴美 様 （ひまわり講座） 

 対象：５，６年生 保護者 

 

 
 



学 校 名 日 時 内   容 

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９日（日）

8:40～11:30 

13:40～15:40 

 

○中学校での公開授業 １校時 8:40 ～ 9:30 

 １年生と３年生（２年生は２校時に小学校にて） 

○小学校での公開授業 ２校時 9:20 ～ 10:05  

 ※通常の授業参観以外に、小６と中２の教科「日本語」

の交流授業も予定しています。 

○教育講演会              10:30 ～ 11:30 

 演題： 「いじめ撲滅講演会」 

 講師：プロレスラー将火怒（まさかど）さん  

 対象：４・５・６年生児童、小学校中学校の保護者 

会場：基里小学校体育館 

☆「大人としゃべり場」（基里地区青少年育成会事業） 

 対象：基里中全生徒、保護者及び地域の皆様 

会場：基里中学校体育館           13:45 ～ 15:35 

麓小学校 

 

〒841-0084 

鳥栖市山浦町 2253-1    

0942-83-2013 

６月９日（日）

9:20～11:10 

 

○授業参観  ２校時            9:20 ～ 10:05 

  ・１年生は歯科指導 

○授業参観 ３校時            10:25 ～ 11:10 

 ・４年生は歯科指導 

※２・３校時ともフリー参観 

旭小学校 

 

〒841-0072 

鳥栖市村田町 109-1 

0942-83-2806 

６月９日（日）

8:30～11:15 

○１年生親子レクリエーション １校時  8:30 ～  9:15 

 ・親子の絆を深めるゲームを行います。 

○フリー参観（１～３年生）   ２校時  9:25 ～ 10:10 

○フリー参観（４～６年生）   ３校時  10:30 ～ 11:15 

 ・昨年度より特別の教科となりました道徳の授業も公開

いたします。 

鳥栖中学校 

 

 

〒841-0037 

鳥栖市本町 2丁目 

104 番地 1 

0942-83-2537 

６月９日（日）

9:40～14:40 

 

○授業参観（全学年）２校時      9:40 ～ 10:30 

  全学級 道徳（「ふれあい道徳」） 

○ＰＴＡ教育講演会（体育館）    10:40 ～ 12:30 

 演題：「うまれてきてくれて ありがとう」 

    ～歌と語りで伝える「いのち」の大切さ～ 

 講師：ｍｏｎ（高橋 亜美）さん（子育てシンガー） 

 対象：保護者と全生徒 

○中学校総合体育大会選手推戴式   13:50 ～ 14:40 

及び吹奏楽・合唱コンクール等激励会（体育館） 

田代中学校 

 

〒841-0016 

鳥栖市田代外町 651-１  

0942-83-2758 

６月９日（日）

8:40～11:30 

 

○授業参観（全学年）         8:40 ～  9:30 

○授業参観（全学年）         9:40 ～ 10:30 

○授業参観（全学年）        10:40 ～ 11:30 

 ・全学級で教科「日本語」の授業を公開。 

１年生「いろいろな俳句を作ろう」 

  ２年生「あいさつの大切さについて考えよう」 

  ３年生「住」について学ぶ  

鳥栖西中学校 

 

 

〒841-0054 

鳥栖市蔵上町 77番地１ 

 0942-83-2086 

６月９日（日）

8:40～12:30 

 

○いじめ・いのちを考える集会 １校時 8:40 ～  9:20 

○授業参観（全学年） ２校時     9:30 ～ 10:20 

  全学級 教科「日本語」 

○ＰＴＡ講演会            10:45 ～ 12:15 

講師：露の団姫（ツユノ マルコ）氏（落語家） 

   豊来家 大治朗（ホウライヤ ダイジロウ）氏 

                （太神楽曲芸師） 

対象：保護者と全生徒 
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