
玄関､体育館通路舗装(3月)

足洗場､小運動場側入口新設(3月)
防犯燈2ヶ所新設､職員駐車場､来客駐
車場設置(3月)

掲示板新設(3月)

輝土学習指定校(4月1 E日

中小合同音楽祭出場(6月17日)

山口市健廉推進優良学校受賞(6月29日)
ビノグシェルコンサ-ト出場(7月8日)

開校100周年記念式典(10月1日)

(執筆　和田哲夫)

第3章　大歳小学校の現況

(開かれた学校づくり)

地域の方の指導を受けるゲートボールクラブ



1. 21世紀を指向した教育の創造

1 )学習指導要領の改訂と学校週5日制の実施

21世紀に生きる人間を育成するため､平成元年(1989) 3月に学習指導要領が改訂

され､教育活動を推進するために

(丑自ら学ぶ意欲

②社会の変化に主体的に対応できる能力

③基礎的･基本的な内容の指導の徹底

④個性を生かす教育の充実

の4項目の教育活動の重点目標が定められた｡また､低学年では社会科と理科が廃止

され､生活科が新設された｡更に､平成4年(1992)から月1回､平成7年(1995)

には月2回の学校週5日剛が開始された｡

以上の施策を踏まえるとき､本校の教育活動にも多様な工夫､改善が求められるこ

とになった｡

2)本校の実態

①児童数･学級数･家庭数　　　　　　　　　　　　　　(平成7年4月1日現在)

学年 ��D��2年 �9D��4年 添D��6年 佗b�

男子 田��51 鉄R�51 鉄r�55 �3#冖ﾂ�

女子 鼎b�50 田2�61 鉄r�67 �3CIkﾂ�

計 ���b�10ユ �����112 ���B�122 田s9kﾂ�

苧級数 �2�3 �2�3 �2�4 ��乂xｸ��

家庭数 鼎2�61 都r�81 �����121 鼎ォﾌｲ�

②教職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成7年4月1日現在)

這深 俔ｩ+x�:｢�養護教諭 倬ik�益D2�主任栄養士 冑yk��給食 ��ﾘ���P雇用 俔ｨ�2�学校 放論 劔事務員 �+)yﾘ蹴�事務補助 倬ik�蹴�内,掛耳.歯 冩(ﾝﾈ蹌�

県費要 途�?｣��1 ���1 �� �� �� 

市費要 �� �� ���4 ��� �2���1 

p着署 �� �� �� ��1 �� 

合計署 途����1 ���1 ���4 ���1 �2���1 
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③在職職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成7年4月1日現在)

職名 倩�kﾂ�職名 倩�kﾂ�職名 倩�kﾂ�

校長 兀�H来���教諭(4年) �>�69&ﾘ�8���主任栄養士 們(ﾋI'����

教頭 �ｩ68ﾘB�教諭(4年) 仆Igｹ���図書事務補助 �+y$ｩ�ﾉtH���

教諭(1年) �:��)Oﾉ'�ﾕﾒ�教諭(5年) �,9�ｩD9uﾈ���校務事務員 伜)gｹvﾙ^2�

教諭(1年) 兢���zXﾕﾒ�教諭(5年) �68ﾋHﾆ8���給食調理員 仆I�掩�ﾕﾒ�

教諭(1年) �:�迄�����教諭(5年) 仞�gｹ�9Eb�給食調理員 �;�Ivﾘ���

教諭(2年) 凭冦嬰hﾕﾒ�教諭(6年) 冏ｸ侭z)Oﾂ�給食調理員 ��Y68����

教諭(2年) 俚(�盈�'�Oﾂ�教諭(6年) �:�鯖�y,8���給食調理員 俚(�盈羽韈��

教諭(2年) 兀�68*�*�-ﾒ�教諭(6年) 亶hﾕ�ﾘ��8���p雇用事務員 �69(hﾆ)Oﾈ���

教諭(2年) 亳�ｨ躡,8���教諭(6年) ��968ﾊｩ?��校医(内科) 俘��ﾈ��nr�

教諭(3年) 侏I69��ﾆ"�教諭(理専) 俚X�9m"�校医(歯科) ��969H��

教諭(3年) �ﾙ>�Oﾈﾛ(���教諭(理専) �X�(来���校医(眼科) ��I:�ｮﾉ�8���

教諭(3年) �>�69u)Oﾈ���教諭(昔専) �(iux隧;��校医(耳鼻科 俥)gｸ繒�

教諭(3年) �Izy�2�養護教諭 �:�,9�����学校薬剤師 兀�68+�*(���

教諭(4年) 亶ｸﾞ嬰h���事務主任 僮�m掩�5B� ��



④校地校舎配置図 (平成7年4月1日現在)

校地校舎配置図

位置　山U市大字矢原1486番地

753　T E L　22-2466

北緯　34o8　東経131∧27

海抜1120m

職員駐車場家庭 科婁 �� 劔剪� 2-1 �"ﾓ"�2-3F1-蔓 

(2Fi 

便所 � 釘ﾓ2�釘ﾓ"�釘ﾓ�� 

ri
貯水⊂コ

屋内運動場

外史駐車場

○校　地17,820m2

0運動場　9,772m2

(⊃校　舎　普通教室19

特別教室11 (図書.家庭IFt:(占科.理科･音楽･[X]工

視聴覚.図工･多目的ホ-ル･多目的重2)

管　理　室　校長室.職員室･事務室･保健室.放送室

屋内運動場　728m2

給　食　場151m2

(2F)　　　　　　　　　　　(3F)
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2.本校の主な教育活動

1)教育目標

基礎･基本を備え創造性に富み､豊かな個性と感性を持ち､ 21世紀の変化する社会

に主体的に対応し力強く生きぬく､心身ともにたくましい大歳っ子の育成を図る｡

望ましい児童像

た

く

ま

し

し1

大

読

つ

千

･めあてを持ち進んで学習する子ども 

･すじみちをたてて考え行動する子ども 

･相手の意見を聞き深く考える子ども 

･きまりを守って行動する子ども 

･仲良く思いやりのある子ども 

･生きものを愛する子ども 

･ねぼり強く最後までやりぬく子ども 

･健康や安全に気をつける子ども 

･進んで働く子ども 

2)特色ある学校づくり

ア　学校週5日制への対応

土曜日が月に2回しか学習できなくなったので､時間数を確保するために､体重

測定を2か月に1回(従来1か月に1回)､運動会や音楽会の練習時間を短縮､鍛

錬遠足を宿泊学習に包含､映画教室の廃止などを行い対処した｡

イ　学校創意の時間の見直し

大歳小タイムとに分散していた学校創意の時間を土曜日3校時以降にまとめて位

置づけ､スピーチ大会やふるさと学習(学校の計画)､たこあげ集会､ 1年生を迎

えるおめでとう集会､サマー大歳ランド､ 6年生を送る春のはばたき集会(児童の

計画)ふれあい教室､ウオークラリー､鮎のつかみどり､野焼き(はと笛､土鈴)､

影絵､ういろうづくり､うどんづくり(保護者の計画)等､多様な行事･集会･活

動として取り組んだ｡どの活動も大きな盛り上がりを見せ感動体験となった｡

学校の計画

朝礼で出張所長さんからふるさとのお話を聞く スピーチ大会
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秋季大運動会

新設生活科で地域に出て春を探す体験学習(2年)　　　　太陽の動きを学習する(3年)

児童の計画

一年生を迎える会｢おめでとう集会｣　　　　　　六年生を送る会｢ありがとう集会｣

｢たてわり班活動｣オリエンテーリング､サマー･フェスティバル

スローガン"百年目の夏　思い出をいっぱいつくろう"　一維新公園にて一

一104　--
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保護者の計画

野焼きの作品

第3章　大歳小学校の現況

昔の遊び

ウ　開かれた学校づくり

校長室を地域の絵画､写真､書道などを展示するミニギャラリーとして開放し､

また茶道､ゲートボール､囲碁などのクラブ活動にも地域に指導者を依頼し､協力

していただいた｡更に､本校の職員がスポーツ少年団や地域行事の指導者になって

積極的に参加した｡このような努力や活動を通して地域の人たちが学校へ親近感を

持ち､地域､学校､家庭の連携した教育が築かれてきつつある｡

地域の方の絵画が掲げられた校長室 茶道クラブ

(地域の方の指導者を得て)

囲碁･将棋クラブ

(地域の方の指導者を得て)

エ　図書館の充実

平成5年(1993) 4月文部省は､五か年計画で図書館充実費を各学校に支給開始､

更に山口市教育委員会では､平成6年4月に､山口市内小学校2校(大歳･興進小

学校)に､司書教諭の資格を持つ者を図書館事務補助(非常勤)として山口県下で

初の試みとして配置｡本校は､常時開催している図書館となり利用が活発となった｡

昼休みに司書教諭によるおはなし会　　　　　　　　　司書教諭による本の紹介活動
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オ　ふるさと学習

本校は平成7年度は創立百周年を迎える記念すべき年に当たる｡そこで､郷土に

ほこりを持ち郷土を愛する人間が形成されることを目指してふるさと学習を進める

ことにした｡その内容として(丑ふるさとの昔と今の比較(多地域の文化遺産､施設の

掘り起こし(参ふしの川の自然､山口線､ 204号線など地域の特徴を取り上げ余暇を

有効に利用した主体的学習により資料を収集､研究することになった｡

カ　特別活動の組織

学級活動

児童会活動

クラブ活動(16)

代表委員会活動-

委員　会活動一

構成メンバー
･ 3年以上の学級代表　男女各1名

･各委員会の代表1名

･運営委員会

･集会･体育･生活･安全

･図書･保健･整備･放送

･掲示･給食･園芸･飼育

･音楽･福祉

児童会集会活動

バドミントン､音楽､チャレンジ､郷土探検､

科学､イラスト､ゲートボール､家庭科､
-　　　　卓球､ポートボール､バスケットボール､

茶道､ゲーム､陸上､一輪車､自転車､

木彫り工作､囲碁将棋､インディアカ

儀式的行事

学芸的行事

健康安全･体育的行事
遠足･集団宿泊的行事

勤労生産･奉仕的行事

カルタクラブ 木彫りクラブ
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3.中国地区国語教育研究大会で授業公開

平成6年(1994) 11月10日､第17回中国地区国語教育研究大会小学校部会で会場校を

引き受け､授業を公開した｡研究主題は｢一人一人の思いや願いがひろがる国語教室の

創造｣で､当日は作文･文学･説明の領域に分かれて9学級が授業を公開した｡参加者

は､約800名で大変な盛会であった｡

中国地区国語教育研究大会

一人一鉢菊づくり 研究会への参加者800人
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4.特別教室棟の建築と門柱の建立

平成7年(1995) 3月に特別教室棟及び屋外設備(通路駐車場をアスファルト舗装､シャ

ワー重や灯油庫の新設)が完成したo

特別教室棟は､多目的ホール･多目的室･保健室･理科室･視聴覚室･音楽室･図工

重･休憩室･教材重を含む近代的な建物であるo

門柱は､ ｢安全･優しさ･平和･心のふるさと｣の願いをこめて丸みのある形にし､

両門柱の傾斜した部分に｢世界に向かって羽ばたく雄姿｣を願って形を決定(右側に名称､

左側に校章)｡インターブロッキングは､大歳の象徴｢植野川｣と子供たちの幸せを願

い『クローバー模様｣にした｡

≠孝『〒モミ軽さ

門柱

d■. ■｣ ■』■..-

新校舎時計台

新校舎理科室

(執筆　福垂悦子)

第4章　地域の社会活動

懸命にバチを振るう｢大歳太鼓｣サークル


